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ADBがアジア・太平洋地域で実施した支援業務の成果。
*上記の指標は、2013年1月に「能力基準に基づく研修を受けた教員（数）」に変更された。（出所：戦略政策局）
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年次報告2013
アジア・太平洋地域における環境に調和した持続可能な成長の促進



　アジアの開発を取り巻く状況には、この
数十年間で大きな変化がありました。アジ
ア経済が急速に成長し、同時に、めざまし
い貧困削減がもたらされた結果、アジア開
発銀行（ADB）の多くの開発途上加盟国は
中所得国へと発展していきました。しかし
ながら、アジア・太平洋地域のさらなる発
展には多くの課題が残されています。例え
ば、域内では、7億3,300万人もが依然と
して1日1.25ドル未満の所得で暮らしてい
ます。また、さらに多くの人々が、1日2ド
ル未満の所得で暮らしており、これらの
人々は、（自然災害や不作、経済危機等の）
外的ショックに対して非常に脆弱な状況に
あります。加えて、人々の所得が増える一
方で、貧富の格差も拡大しており、人口
構成の変化に伴う新たな問題も生まれてい
ます。アジア各国は、これらの課題に取り
組むため、若年層のための良質な雇用の
創出、開発への女性参画の拡大、急速な
都市化に対する住宅・インフラ・公共サー
ビスの改善等を行う必要があります。

　アジアが成長し続けるためには、環境に
調和した持続可能な開発をこれまで以上に
重視していかなくてはなりません。アジア・
太平洋地域で排出される温室効果ガスは、
世界の中でも突出して増加傾向にあり、ま
た、多くの国が気候変動や自然災害に非
常に脆弱な状況にあります。また、都市へ
の人口集中、廃棄物や公害といった問題
が、域内の人々の健康状態に深刻な影響
を及ぼしてもいます。食料や電力、水の安
定供給に関する世界的な関心が高まる中、
アジア・太平洋地域に住む私たちが、グリー
ン成長の促進、気候変動への対応、開発
プロジェクトにおける自然災害に対する耐
性の強化等に取り組むことが極めて重要で
す。

　ADBは、アジア・太平洋地域がこうし
た課題に取り組むための支援を継続してい
きます。本年次報告では、環境および地

域協力・統合分野に重きを置きながら、
2013年度のADBのインクルーシブ（包摂
的）かつ持続可能な成長への貢献を紹介し
ています。また、この地域が発展していく
上でますます重要となりつつある民間セク
ター開発への支援についても盛り込んでい
ます。

　ADBが2013年に承認した開発プロジェ
クトの総額は、210．2億ドルに達しました。
その内訳は、ADBおよび特別基金を通じ
143．8億ドル、開発パートナーとの協調
融資を通じ38．5億ドル、民間協調融資、
官民連携、民間セクター業務へ28億ドル
となっています。一方、アジア・太平洋地
域における開発のための資金需要が大き
いことから、ADBは協調融資や民間セク
ター業務を強化し、より多くの資金を提供
できるよう努めていきます。

　デリーで開催された第46回ADB年次総
会において、私は、ADBの長期戦略（「ス
トラテジー2020」)の中間レビューの実施
を発表しました。このレビューの実施にあ
たっては、変容するアジア・太平洋地域が
抱える課題にADBがより効果的に対応す
るための具体策を、各国政府や市民社会
団体、民間企業、国際開発パートナーと
の間で幅広く協議しました。さらに、レ
ビューにおいて、ADBの業務改善、職員
の技能向上とクライアント国に対するサー
ビス向上を重視することとしています。私
は、すべての開発パートナーの皆様と共に、
アジア・太平洋地域の人々の生活の質の
向上を目指し、さらに取り組みを強化して
いく所存です。

総裁・理事会議長 
中尾 武彦

総裁挨拶
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経営陣

アフガニスタンのヒンドゥークシ山脈を越える送電線。ウズベキスタンからカブールに電力を供
給する同プロジェクトは、ADBが支援するエネルギー開発投資プログラムからの支援を受けて
いる。

「アジア・太平洋地域に住む私た
ちが、グリーン成長の促進、開
発プロジェクトにおける自然災害
への耐性の強化に取り組むこと
が極めて重要です。」
―総裁 中尾 武彦

左上から
（副総裁）Bindu N. Lohani、
Lakshmi Venkatachalam、 
Stephen P. Groff、 
Thierry de Longuemar、 
Bruce L. Davis、 
Wencai Zhang（2013年12月9日に
Xiaoyu Zhaoと交代）、 
（官房長）Marie-Anne Birken
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　理事会は政策、融資、グラント（無償援
助）、出資、保証の承認を含め、ADBの
全体的な方向性について責任を有してい
る。株主である加盟国の代表機関である
理事会は、加盟国の指針が確実に実施さ
れるよう監督する重要な役割を担ってい
る。
　理事会は、年次財務諸表、予算および
借入プログラム、業務計画と予算枠組み、
そして職員の給与および福利厚生を分析
する。理事会はADBの予算を承認し、毎
年年次総会において、会計年度決算を総
務会に提出し承認を得る。
　理事会はADB業務の必要に応じて随時
開催される。2013年、理事会は正式会
合を48回、非公式な会合、セミナー、お
よび説明会を28回開催した。同年に理事
会が承認した融資、グラント、出資、保
証および技術協力の総額は143億8,000
万ドルとなった。理事会の業務を支えるた
め、監査、予算、コンプライアンス審査、
開発効果、倫理、人事の6つの委員会が
設置されている。
　理事会メンバーは開発途上加盟国を訪
問し、ADB業務の視察と政府高官やその
他の開発関係者、ならびにADBが資金提
供したプロジェクトの受益者との密接な関
係を維持している。2013年は、初回の視
察団が2月27日から3月12日にかけてラオ
ス、マレーシア、およびミャンマー、2回
目の視察団が6月5日から13日にかけて、
パプアニューギニアとソロモン諸島を訪問
し、第3の視察団が9月2日から12日にか
けて、キルギスとウズベキスタンを訪問し

理事会

た。
　理事会メンバーはさらにそれぞれが代表
する国を毎年訪問し、政府と協議を行う。

2013年のハイライト
　2013年、理事会はADBの将来の戦略
的方向性と財源に関わる複数の問題につ
いて検討した。これらの問題には、ストラ
テジー2020の中間見直し、ADBの持続
可能な融資レベル、および予算が含まれ
る。
　ADBは敏速な対応と効果の改善を目的
として、長期的な戦略的枠組みであるスト
ラテジー2020の中間見直しを開始した。
理事会は、2014年に完了する見直しにつ
いて議論するために職員と経営陣を交えた
2度の非公式会合の開催を歓迎した。さら
に、理事選出母体との協議を促進し、9月
には経営陣との間で見直し結果と戦略的
指針案について掘り下げた議論を行うべく
リトリートに参加した。
　理事会は年間を通じて、ADBの将来的
な融資余力について議論と見直しを行っ
た。世界的な低金利が続く中、ADBの投
資収益は前回の一般増資完了時の見通し
よりも低下した。理事会はADBの全体的
な融資余力を向上させるため、そのソブリ
ン融資のプライシングの調整を含む複数の
措置を検討した。
　ストラテジー2020の実施にあたる人員
の強化と再編成を目的とした職員の500名
の増員を含む3カ年の移行作業（2010～
2012年）が終了した今は、予算が以前よ
り制約的な状況にある。理事会と経営陣

再びミャンマーへ
ミャンマー政府が2012年に開始した改革を受け、ADBは同国への支援を再開した。1月、ミャ
ンマーは1988年の融資停止以来のADBへの延滞債務をすべて解消し、融資再開への道が開かれ
た。理事12名のうち11名が同国を訪問し、理事会は10月、同国政府との連携緊密化とADBの業
務効果の向上のため、ミャンマー駐在員事務所を首都ネピドーに開設することを承認した。
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左から右：（前列、理事）Micheline Aucoin、Anthony Baker、Jerome Destombes、Siraj S. Shamsuddin、Umesh Kumar、Robert M. Orr、小口一彦、 
Yeo Kwon Yoon、Bhimantara Widyajala、Maliami bin Hamad、Mario Sander、Zhongjing Wang　
（後列、理事代理）Christina Wedekull、Richard Sisson、Rene Legrand、Gaudencio Hernandez, Jr.、Iqbal Mahmood、Michael Strauss、福島秀
生、M P D U K Mapa Pathirana、 Dominic Walton-France、Khin Khin Lwin、Richard Edwards、Guoqi Wu

はADBの業務効果向上と限られたリソー
スの活用最適化のための措置について検
討した。出張手配の改善を含め、2014
年の管理費を抑制し、効率性を最大限に
高めるために経営陣が新たな措置を採用
するうえで、理事会の意見が指針となった。
　理事会は、ADBの組織パフォーマンス
向上の取り組みを支援すべく、ADBの成
果フレームワーク（ストラテジー2020の目
標達成のため2008年に採用されたパ
フォーマンス管理ツール）の見直しを承認し
た。また、政府主導のセクター・プログラ
ムを支援し、融資実行をプログラム成果の
達成に直接リンクさせる新たな結果重視型
融資手法も承認した。
　理事会は2014～2016年の業務計画と
予算枠組み、ならびにADB研究所の3カ
年業務計画と2014年予算を承認した。
　2014年予算に関する議論の中で、理

事会はADBの融資余力、業務、予算、給
与および福利厚生のレビューに対し、より
包括的なアプローチを求めた。その結果、
総裁は財務および予算計画を反復的に行
うプロセスを2014年に導入し、理事会が
これらについてをより包括的に分析できる
ようにする。

国別支援戦略
　国別支援戦略（CPS）は、開発途上加盟
国の課題や優先事項に応じADBが最も効
果的な支援を行う道筋を示したものであ
る。また、これによりADBは戦略期間を通
じて開発の進捗状況を評価することが可能
となる。2013年、理事会はインド、キル
ギス、ネパール、タイに対するCPSを承認
し、アゼルバイジャンに対するCPS草案の
ための指針を示した。

台風30号 
　11月に発生した台風30号（国際名：ハ
イエン、フィリピン名：ヨランダ）により、フィ
リピンでは数千人の死傷者を出し、100万
人以上の人々が住居を失い、住宅やイン
フラが破壊された。ADBはこれに迅速に
対応し、理事会は貧困削減日本基金から
緊急支援のために2,000万ドル、アジア太
平洋災害対応基金からも救命サービス復
旧支援のために300万ドルの無償援助を
直ちに承認した。また、復旧や復興支援
を目的とする5億ドルの融資、そして被害
が深刻な地域における基本的社会サービ
スの復旧のために追加融資3億7,210万ド
ルを承認した（超大型台風への迅速な対応
（14ページ）参照）
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財務実績

財務
　2013年、ADBの業務総額は210億2,000
万ドルとなり、うち143億8,000万ドルが
ADBの通常資本財源（OCR）および特別基金
財源から、66億5,000万ドルが協調融資パー
トナーより供与された。ソブリン業務（公共協

調融資、技術協力協調融資を含む）の総額は
164億8,000万ドル、ノンソブリン業務（協調
融資を含む）の総額は45億4,000万ドルとなっ
た。
　実行総額は85億4,000万ドルとなり、
2012年比で4,998万ドル（0.58%）減少した。

（単位：百万ドル） 2009a 2010a 2011a 2012a 2013 

ソブリン 16,911 14,813 14,970 13,432 16,482
融資 12,778 10,410 10,580 10,461 11,768
出資 – – 150 – –
グラントb 924 952 614 670 849
保証 – 200 – – –
技術協力 191 171 137 146 150
直接付加価値（DVA）協調融資c 3,019 3,081 3,489 2,155 3,715
公共協調融資 2,958 2,933 3,279 2,009 3,438
技術協力協調融資 61 148 210 146 277

ノンソブリン 3,421 3,472 5,794 7,862 4,541
融資 438 815 1,250 1,007d 1,425
出資 220 235 64 131 142
保証 – 190 267 403 35
サプライチェーン・ファイナンスe – – – 200 –
貿易金融プログラム 850 – – – –
技術協力 12 2 9 5 6
直接付加価値（DVA）協調融資c 1,901 2,230 4,205 6,117 2,933
公共協調融資 – – – 19 135
民間協調融資 1,900 2,229 4,204 6,097 2,797
Bローン 220 200 200 200f 220f

パラレル・ローン 417 479 1,623 3,341 109
貿易金融プログラム協調融資 1,263 1,549 2,381 2,344 2,279
保証協調融資g – – – 87 75
リスク移転h – – – 126 113

技術協力協調融資  1 1 1 0 1

合計 20,332 18,285 20,764 21,294 21,023

通常資本財源

103億6,300万ドル
特別基金財源

40億1,200万ドル
直接付加価値（DVA）協調融資

66億4,800万ドル

財源別承認額（2013年）

6

－＝ゼロ、0＝50万ドル未満
注：小数点以下の処理により合計と一致しない場合がある。
a 終了した融資、グラント、出資、保証、技術協力を除く。
b 投資グラント。
c   2011年に直接付加価値（DVA）民間協調融資の定義が明確化され、DVA協調融資分類の詳細な基準が設定された。2009年から2013年の数値はこの新しい定
義を反映している。

d 3,500万ドルの債券投資を含む。
e   サプライチェーン・ファイナンスは、ADBの開発途上加盟国における財のサプライヤーと販売事業者による決済支援のため、パートナー金融機関を通じて保証と
融資（いずれも政府保証なし）を提供するプログラムである。

f ドルおよび現地通貨建て補完融資を含む。
g   第三者が供与しADBによって完全に保証されない融資（部分信用保証または部分リスク保証等）については、ADBの保証を受けない部分が純DVA協調融資に分
類され、保証契約が署名された年に計上される。

h   第三者がADBの保証または融資のもとでリスクを負担するリスク移転協定に伴って減少する通常資本財源の配分額を示す。配分の減少額は、カウンターパーティ
のリスク格付けおよび性質に依存する。

ADB 年次報告 2013



財源
　授権資本と応募済資本はそれぞれ1,638億
4,000万ドルおよび1,628億1,000万ドルで
あった。通常資本財源（OCR）に含まれるその
他の財源である収入および実現純利益は12
億3,000万ドルとなり、うち6億4,573万ドル
は融資ポートフォリオ、3億5,143万ドルは投
資ポートフォリオ、2億3,159万ドルは出資そ
の他によるものであった。財源としてのADB
の特別基金への拠出金および収入の合計は約
44億6,000万ドルで、その主な内訳は、アジ
ア開発基金が40億4,000万ドル、技術協力
特別基金が3億8,086万ドル、アジア開発銀
行研究所特別基金が1,357万ドル、地域協力・
統合基金が603万ドル、気候変動基金が906
万ドル、金融セクター開発パートナーシップ特
別 基 金 （Finance Sector Development 
Partnership Special Fund）が714万ドル
だった。
　ADBはまた、計10種類の通貨建て公募債
および私募債の発行を通じて119億8,000万
ドルの中長期資金を調達した。公募債の合計

は100億8,000万ドル、私募債の合計は19億
ドルだった。公募債のうち55億ドルは、米ド
ル建てグローバル・ベンチマーク債3件で、残
りはオーストラリア・ドル、ブラジル・レアル、
ニュージーランド・ドル、英ポンド、および米
ドル建て変動金利債券を含む様々な通貨建て
で発行された。私募債については、ADBはテー
マ型債券を引き続き発行し、クリーン・エナ
ジー・ボンドにより2億3,385万ドル、ウォー
ター・ボンドにより1億1,919万ドルを調達し
た。これにより、テーマ型債券の発行累計額
は約18億8,000万ドル相当となった。さらに、
ADBはアジア通貨建て債券プログラムのもと
で、利回り1.027%、償還年2018年のシン
ガポール・ドル建て債を5億シンガポール・ドル
（4億245万ドルに相当）発行した。ADBはま
た、ユーロ・コマーシャル・ペーパー（ECP）プ
ログラムを通じて25億2,000万ドルの短期資
金を調達した。2013年末時点のECP借入の
未返済額はわずか7億5,000万ドルであった。

（単位：百万ドル） 2009 2010 2011 2012 2013 

通常資本財源

授権資本 166,179 163,843 163,336 163,512 163,840 

応募済資本 60,751 143,950 162,487 163,129 162,809 

払込資本および準備金 15,176a 15,878 16,534 16,420 17,138 

借入残高 42,063 51,822 58,257 64,762b 61,615 

アジア開発基金 31,973c 32,651 33,055 33,346 33,359 

実行総額（2009～2013年）
（単位：百万ドル）

通常資本財源の業務利益（2009～2013年）
（単位：百万ドル）

通常資本財源の借入額（2009～2013年）
（単位：百万ドル）
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a   2009年末現在で加盟国からの払い込み待ちとなっていた1億4,200万ドルを、「資産」から「応募済資本に対する譲渡不可・非利付き要求払い債権の資本金および準
備金」に分類し直した影響が含まれる。

b 2012年以降の金額には、未払いの利息と手数料を含む。
c   2009年末現在で拠出国からの払い込み待ちとなっていた21億8,600万ドルを、「資産」から「拠出金に対する譲渡不可・非利付き要求払い債権の資金残高」に分類
し直した影響が含まれる。

財務実績



「交通、エネルギー、農業、および
社会セクターにおけるADBの時宜
を得た支援に感謝しています。こう
した支援のおかげで、孤立した国民
の状況が改善され、電力、上水道、
社会サービスへのアクセスが向上し
ました。我が国政府は、信頼と敬意
に基づいたADBとの協力関係を尊
重しています」
―タジキスタン政府第一副首相Matlubkhon Davlatov、2013年
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アジア・太平洋地域のニーズへの対応

ASIAN DEVELOPMENT

Asia’s Energy Challenge

貧困層に安価なエネルギーを：3つの課題
エネルギー安全保障、環境の持続可能性、および安価なエネルギーへのアクセスという3つの課題に取り組むうえで、
アジアの開発途上国はエネルギー需要の増大を抑制し、新たな供給源や技術を積極的に模索し、エネルギー市場
やインフラの地域的統合を段階的に進めていく必要がある。『アジア経済見通し2013年版：アジアのエネルギー問
題』はADBの出版物の中でも最もよく読まれている報告書である。同報告書はadb.org/publicationsで閲覧可
能。

　アジア・太平洋地域は世界総生産の約
3分の1を占め、世界経済の成長に対する
貢献率は5割を超えている。2014～
2015年の成長率は年率平均6.3%と、緩
やかな推移が予測されている。
　急成長は、所得の貧困を大幅に削減し、
かつADBの開発途上加盟国の多くを中所
得国へと移行させる原動力となった。しか
し、世界の貧困層の3分の2が依然として
同地域に居住している。ミレニアム開発目
標の最初に掲げられる絶対貧困人口の半
減は早期に達成されたものの、同地域で
は現在も7億3,300万人が1日1.25ドル未
満、また16億人が1日2ドル未満で生活し
ている。基本的サービスへのアクセスにお
ける格差等に示される不平等も拡大してい
る。
　2008年に採択されたADBの長期戦略
枠組み「ストラテジー2020」は、インクルー
シブな（全ての人々に恩恵が行き渡る）経
済成長、環境に調和した持続可能な成長、
および地域統合の推進を重視している。
ADBの業務は、「ストラテジー2020」に
おける5つの中核分野（インフラ、環境、
地域協力・統合、金融セクター開発、教育）
を中心に行われている。また、保健、農業、
災害および緊急支援等の分野では、他機
関との緊密な協力のもとで的を絞って業務
に取り組んでいる。

戦略的重点
　ADBは2013年、インクルーシブな経

済成長に向けた支援の取り組みを強化し
た。成果フレームワークの見直しにより、
この目標の3つの柱である「雇用等の経済
的機会の創出・拡大を伴う持続可能な高
成長」、「経済的機会へのアクセス拡大」、
および「貧困・脆弱層への適切な社会保
護の提供」に対し、ADBの貢献度を把握
する新たな指標を導入した。また、国別支
援戦略（CPS）における同目標の導入を強
化するためのガイドラインを策定した。
2013年にはインド、キルギス、ネパール
およびタイに対し、インクルーシブな成長
に関する指標を盛り込んだCPSが承認され
た。
　ADBの融資業務においても、インクルー
シブな経済成長をより重視するようになっ
ている。インフラ投資では上記の3つの柱
の最初の2つを特に重視し、雇用を含む経
済的機会の創出・拡大と、電力、上水道
および衛生、教育および保健といった基
本的サービスへのアクセス向上に寄与して
きた。
　ADBは特にインフラ分野において、本
報告書のテーマでもある環境の持続可能
性に重点を置いて業務を継続してきた。
2013年には新たな業務計画として環境業
務方針（2013～2020年）を承認し、この
重点戦略に対する強いコミットメントを明確
に示した。
　また、地域協力への積極的支援を継続
するべく、インフラ開発、金融協力、地域
公共財を中心に業務を進めてきた。交通

水道
新規設置・改修された上水道管

5万7,000 km

出所：ADB戦略政策局
* 2004～2012年のみのデータ。本指標は2013年1月に「新
規建設または改修された教育施設を利用する生徒（数）」に変
更された。

交通
新規建設・改修された鉄道

3,800 km
教育
新規建設・改修された教室数*

39万8,000 

2004～2013年の
10年間における成果
（アジア・太平洋地域）
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部門への投資は、貿易促進のイニシアティ
ブによって補完された。

各セクターの主な取り組み
　2013年におけるクリーンエネルギー投
資への支援（次ページの「グリーン成長へ
の支援を強化」を参照）として、インドの
民間配電企業に、再生可能でクリーンな
電力の開発を目的とした第1号融資を供与
した。またアルメニアでは、より環境負荷
が低い燃料源である天然ガスの利用促進
や水力発電所の改修支援を行った。
　交通セクターでは、インド、インドネシア、
スリランカの農村地域等の開発が遅れた
地域を対象とした道路計画を含む複数の
支援が実施された。交通分野での支援で
は、道路の維持管理にさらに重点が置か
れた。ADBはまた、道路資産管理のあり
方を再検討し、同検討から得られた教訓

を地域間で共有すべく、知識成果物の作
成に着手した。道路投資における環境の
質と社会的持続可能性を重視する一方、
南アジアおよび東南アジア向けの技術協
力では道路安全性に対する重点を強化し
た。
　ADBは環境に配慮した交通プロジェクト
向けノンソブリン融資第1号として、中国
の金融リース会社による低燃費バスのリー
ス供与を支援した。
　都市セクターでは、環境に配慮し、競
争力のある、インクルーシブな都市づくり
に重点を置いた支援が実施された。ADB
はアジアの地方都市の気候変動に対する
耐性を強化するため、都市気候変動耐性
信 託 基 金 （Urban Climate Change 
Resilience Trust Fund）に 対 し1億
4,000万ドルを提供した。都市ファイナン
シング・パートナーシップ・ファシリティ
（Urban Financing Partnership 
Facility）は、保証1件、技術協力グラント
9件、投資グラント8件、および直接賦課
事業 7件を含む計25件のプロジェクトに対

し、5,200万ドルを提供した。こうした投
資を通じて、飲料水や衛生、交通、固形
廃棄物処理関連の改善されたインフラと
サービスの対象地域拡大やアクセス向上を
約2億人にもたらすことが期待されている。
　水セクターについては、ADBは計20億
ドルの水・衛生、灌がい・排水、および
流域管理関連のプロジェクトを承認した。
ADBは2013年にビル&メリンダ・ゲイツ
財団とのパートナーシップに参画し、ウォー
ター・ファイナンシング・パートナーシップ・
ファシリティのもとに1,500万ドルの衛生
ファイナンシング・パートナーシップ信託基
金 (Sanitation Financing Partnership 
Trust Fund)を設置し、下水道以外の衛
生管理投資の拡大を図った。
　ADBはノンソブリン業務を通じて、イン
ドネシアの上水道向け融資を提供し、きれ
いな水を作り供給するための支援を行っ
た。中国においては、配水施設の建設・
補修・改修や、廃水の再利用技術への資
金支援といった複数のノンソブリン融資を
提供した。1,000万人近くがこの恩恵をう
けることとなる。
　教育セクターでは、2013年の投資額は
6億4,400万ドルとなり、うち35%は中国
およびインドの新規プロジェクトを含む技
術職業教育・研修および技能開発プロジェ
クトに充てられた。ADBは地域内の教育
におけるイノベーションのための大規模な
パートナーシップ・イニシアティブも立ち上
げ、結果重視型融資プログラムの第1号と
なるスリランカ教育セクター開発プログラ
ムを承認した。
　金融セクターについては、2013年はバ
ングラデシュとインドにおけるインフラ金融
とカザフスタン、モンゴルとタジキスタンに
おける金融アクセス拡大に支援の重点が
置かれた。ADBはまた、中小企業の金融
アクセス拡大のため、アゼルバイジャン、
カンボジア、グルジア、モンゴルとスリラ
ンカの民間銀行を対象に金融仲介融資を
提供したほか、進行中の貿易促進プログ
ラムを通じて40億ドルの貿易支援も行っ
た。ADBは地域的活動の面では、東南ア
ジア諸国連合（ASEAN）と中国、日本、韓
国（ASEAN＋3）の地域内で標準化された
債券発行フレームワークの作成、地域内イ
ンフラ債券ファンドの設立、およびASEAN

ADBのクリーンエネルギー投資は2013年、
23億5,000万ドルに達した。

注目データ
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　ADBは環境業務方針2013～2020年の中で、持続可能なインフラへの移行推進、
自然資本への投資、環境に関するガバナンスと管理能力の強化、および気候変動
への対応という、4つの相互補完的な業務方針を定めている。
　2013年、ADBのクリーンエネルギー投資は23億5,000万ドルに達した。これに
より、再生可能エネルギーによる発電容量が1,390メガワット拡大し、年間1.987テ
ラワット時の電力および4,691テラジュールの燃料が節約され、二酸化炭素換算で
年間706万トンの温室効果ガス排出が削減された。ADBとしては初の都市交通プロ
ジェクト「蘭州バス高速輸送システム」が中国で始動した。
　ADBは危機に瀕した生態系の持続可能な管理に関する地域協力イニシアティブに
おける協力を続けている。その一環として、政策担当者に自然資源の経済的価値へ
の理解を促すため、メコン河流域圏において森林被覆マッピングや土地利用モデリ
ングといったアセスメントを開始した。東南アジアの珊瑚礁三角地帯における岩礁や
漁場の保護を目的としたイニシアティブのもと、技術協力プロジェクトを通じて地域
コミュニティによる海洋保護区の管理を支援した。
　ADBは、開発途上加盟国15カ国における国別セーフガード制度の強化活動を支
援し、アジア環境コンプライアンス・法執行ネットワーク (Asian Environmental 
Compliance and Enforcement Network)およびアジア環境司法ネットワーク 
(Asian Judges Network on Environment)と連携してアジア地域における環境
法規の執行を支援した。クリーン・エア・アジアとの協力により、アジア都市の大気
質モニタリングに関する優良事例ガイドラインを作成した。
　ADBはインフラ・プロジェクトにおける気候変動リスクの総合的管理枠組みを立ち
上げ、地域的な気候予測コンソーシアムとしっかりとした気候関連データ・予測を提
供するデータ施設の構築を引き続き支援した。
　また、2013年は地球環境ファシリティ（GEF）によるグラント4件を新たに承認した。
ADB主導の持続的な交通・都市開発プログラムのもとで、GEFは江西省における
持続的な交通プロジェクトに250万ドルのグラントを承認した。
　ADBは、東アジアにおける耐性構築、エネルギー効率促進、および気候変動
の経済学の検証に関する様々な知識成果物やサービスを提供したほか、4回目の
持続可能性報告書を発表した。ADBはまた、開発途上加盟国向けの地域内での
知識共有のための代表的なコースである持続可能な開発・気候変動に関するアジ
ア・リーダーシップ・プログラム (Asia Leadership Program on Sustainable 
Development and Climate Change) を立ち上げた。同プログラムでは、環境
の持続可能性が主要テーマの一つとなっている。また複数のパートナーと共に、大
型気候ファイナンスに関するワークショップ、第8回アジア・クリーンエネルギー・
フォーラム、第2回内陸水路交通ハイレベルワークショップ (Second High-Level 
Workshop on Inland Waterway Transport)、第3回アジア太平洋気候変動適
応フォーラム(Third Asia-Pacific Climate Change Adaptation Forum)、およ
びアジア低炭素開発戦略（LEDS）パートナーシップフォーラム～ LEDSの実現、といっ
た地域知識共有イベントを開催した。

グリーン成長への
支援を強化

CO
RB

IS

アジア・太平洋
地域における
環境に調和した
持続可能な
成長の促進
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の銀行・資本市場統合に対する支援を続
けた。
　保健セクターにおける2013年の支援で
は、ラオス 、モンゴル、ミャンマー、パキ
スタン、タジキスタン、ベトナムの少数民族、
貧困層、恵まれない人々に対する保健サー
ビス拡大への取り組みを含む。同セクター
の一層の開発を図るため、ヘルス・エクイ
ティ・ファンドを設置し、ADBとしては初め
て保健セクターでの民間業務を開始した。
さらに、ADBは新たに設置されたヘルス・
ファイナンシング・パートナーシップ・ファ
シリティのもとで、マラリア等の感染症の
脅威に関するアジア太平洋信託基金 
（Reg iona l  Ma la r ia  and Other 
Communicable Disease Threats 
Trust Fund）を立ち上げ、初めに英国か
ら出資を受けた。
　農業・天然資源セクターについては、
ADBは6億9,462万ドルの融資、1億
8,332万ドルのグラント、3,648万ドルの
技術協力を通じた支援を行った。プロジェ
クトは農業インフラの改善、流域と水資源
の管理、生物多様性の保全、アグリビジ
ネスの推進、 および気候耐性の強化が中
心となった。ADBはアゼルバイジャン農村
部における金融サービスの裾野拡大を支援
したほか、パキスタン農村部の酪農家の与
信アクセス改善の援助を行った。また、イ
ンドでコールドチェーン・インフラ向け融資、
カザフスタンで食品加工施設向け融資を提
供した。
　人口増大、食料価格の変動、資源不足、

気候変動といった地域内の課題を受け、
ADBはインクルーシブな成長と食料安全
保障への積極的な貢献を続けていくべく、
農業戦略の見直しを行い、これらの課題に

対応する農業・天然資源セクター（2014
～2020年）業務計画を作成した。
　ADBは女性世帯主世帯を含む貧困世帯
への所得移転を拡大するため、パキスタン
における社会保護開発プロジェクトを承認
したほか、開発途上加盟国による社会保
護プログラムへの自国の支出とプログラム
の効果のモニタリングを支援すべく、社会
保護指数（SPI）を新たに開発した。さらに、
社会保護に関連する投資およびナレッジ
ワークの指針となる新たな社会保護業務
計画も承認し、台風30号（国際名：ハイエ
ン、フィリピン名：ヨランダ）によるフィリピ
ンの被災地域を支援するためのグラントを
提供した。（超大型台風への迅速な対応
（14ページ）参照）
　ADBは、バングラデシュで新たな試験
的イニシアティブ（小規模農家の保護を目
的とした穀物保険）への技術協力と、中国
で社会福祉支援にあたるソーシャルワー
カーの能力改善活動への支援を拡大した
ほか、モンゴルの医療保険制度を強化し
た。
　2013年、ADBは被災地域における災
害リスク軽減と復旧・復興援助のための支
援を提供した。災害後支援としては、アジ
ア太平洋災害対応基金のもとでのカンボジ
ア、マーシャル諸島、パラオ、およびフィ
リピンへの総額650万ドルのグラント提供、
アジア開発基金災害対応ファシリティのも
とでのサモアへの821万ドル融資、またフィ
リピンへの台風30号（国際名：ハイエン、
フィリピン名：ヨランダ）復旧援助のための
包括的パッケージが挙げられる。

各テーマの主な取り組み
　2013年に開始したADBの「ジェンダー
の平等・女性のエンパワーメント業務計画
2013～2020年」は、業務を通じたジェ
ンダー平等の推進を目的としている。業務
全体の約55%、およびアジア開発基金プ
ロジェクトの59%でジェンダー問題が主流
化されている。
　これらのイニシアティブにより、中国、
インド、およびネパールにおける中等教育
や技術職業教育・研修へのアクセス向上、
地域全体で上水、衛生、および農村部イ
ンフラといった基本的インフラ提供を通じ

金融
中小企業融資口座開設数／最終借入人数

45万3,000

出所：ADB戦略政策局

水
灌がいサービス、排水、洪水管理による
土地改善面積

1,590万ヘクタール
エネルギー
新規設置または改修された送電線

3万1,000 km

2004～2013年の
10年間における成果
（アジア・太平洋地域）

2013年、ADBは地域的な食料安
全保障への取り組み強化のため、
農業戦略の見直しを行った。

注目データ
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「以前は坂道の下まで降りて、水を汲むために
2時間も並ばなければいけませんでした。
水道が使えるのは一日に1～2時間程度だった
ので、5つの10リットル容器に水を汲み、手押
し車で家まで運んでいました。新しい水道が作
られたおかげで、今は一日中水が使えます」
―東ティモールのバイロピテ住民、Silvina Suarez Jesus
（ADBの安全な飲料水プロジェクトの受益世帯）
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超大型台風への迅速な対応

　11月8日にフィリピンに上陸した台風
30号（国際名：ハイエン）は、6,000人
以上の生命を奪い、壊滅的な被害を及
ぼした。史上最大規模となった同台風
は、国際的に大きな注目を集めた。台
風30号によるフィリピン中部・南部地方
でのインフラや農業への被害総額は
130億ドルを超えた。その3週間後には
中部地方にマグニチュード7.2の地震が
発生し、220人以上の死亡者と1,000
人近くの負傷者が出たほか、数千もの
家屋が損壊した。
　ADBは緊急復旧と長期的な再建・復
興への支援として9億ドル近くを提供し
た。ADBの支援は、学校や診療所等の
重要な社会インフラの再建や、農村地
域の様々な収入減の回復に充てられる。
また、地方自治体を対象に、将来の災
害に備えたリスク考慮型の土地利用計
画および防災に対応するための能力開
発も実施する。ADBはさらに、フィリピ
ン政府による様々なセクターにおける被
害や損失、ニーズの評価を支援した。
ADBの業務は、パートナー機関からの
支援調整を目的としたフィリピン政府の
戦略的復旧・復興計画である「台風30
号 復 興 支 援 」（Reconstruction 
Assitance on Yolanda）を中心に実施
されている。

『東アジアにおける気候変動の経済学』
2013年10月に発表された本報告書は、2050年までの気候変動適応戦略をいかに温室効果ガス削減対策と調和
させられるかを考察し、炭素市場を含む様々なセクターや政策における緩和策のコストを試算している。報告書は、
北京、ソウル、東京、および ウランバートルで発表され、ワルシャワでの国連気候変動会議でも紹介された。adb.
org/publicationsで閲覧可能。

た女性の「時間的貧困」の解消、および
インドネシア、カザフスタン、ラオス、ネパー
ル、ウズベキスタン、およびベトナムにお
ける女性の経済的機会拡大を支援した。
　ADBのプロジェクトを通じて、カンボジ
ア、中国、インドネシア、ネパール、およ
びタジキスタンにおける気候変動危機やそ
の他のリスクに対する女性の脆弱性も軽減
された。また、バングラデシュ、カンボジア、
インド、ラオス、フィリピン、およびスリラ
ンカでは意思決定における女性の影響力
が拡大した。
　 ADBは2013年も引き続き、業務にお
ける官民連携の促進をはじめとした、民間
セクター開発および民間セクター業務への
支援を拡大した。こうした支援には、能力
開発・研修、政策的助言、民間参画プロジェ
クトの準備・組成、および対象セクターへ
の金融支援の提供が含まれる。（民間セク
ターを開発（37ページ）参照）

ADB資金のレバレッジ
　ADBは開発効果を最大限に高めるた
め、協調融資および民間セクター業務を通
じ投資拡大への取り組みを強化した。
ADBはストラテジー2020に沿って、協調
融資額が自己資金プロジェクトの金額を上
回るよう努めている。また、2020年まで
にノンソブリン業務が通常資本財源の承認
額の25%を占めるよう拡大させている。
2013年、ADBは143億8,000万ドルの
自己資金をレバレッジし、66億5,000万ド
ルの直接付加価値協調融資を動員した。
このうち42%は民間協調融資、58%は公
共協調融資だった。

公共協調融資
　多くのドナー国で財政的制約があったに
もかかわらず、投資プロジェクト45件、お
よび技術協力プロジェクト163件に対し、
計38億5,000万ドルと過去最高水準のグ

ラントおよび譲許的融資が2013年に約定
された。カナダと英国、ならびにビル&メ
リンダ・ゲイツ財団とロックフェラー財団と
の協力により、ADBは総合的地域災害リ
スク管理、気候変動の緩和と適応への民
間投資、革新的な衛生ソリューション、保
健イニシアティブ、および都市の気候変動
に対する耐性促進のため、5つの信託基金
を新規設置した。ユーラシア開発銀行およ
びフランス開発庁と枠組み協定を結んだこ
とで、2013～2016年のADBのプロジェ
クトは20億ドルの協調融資を受けることと
なった。

民間協調融資・官民連携・民間セクター
業務
　ADBは引き続き、金融仲介機関への支
援を通じた金融サービスの裾野拡大を促進
した。再生可能かつクリーンなエネルギー
分野を中心とした民間セクターのプロジェ
クトへの融資も行った。

AP
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　ADBは、開発途上加盟国による気候変動の原因と影響への対策を支援するため、能
力強化、知識開発、実施のための計画・政策、および気候変動対応型投資への融資を
動員した。
　2013年、ADBは34億ドルの気候ファイナンスを承認した。うち29億ドルは自己資金、
4億3,500万ドルは外部資金だった。外部資金には、気候投資基金や地球環境ファシリティ
等の多国間基金、またADBが管理するクリーンエネルギー・ファイナンシング・パートナー
シップ・ファシリティやカーボンファンド等の信託基金が含まれる。
　承認された気候ファイナンスのうち、24億ドルは気候変動緩和、また9億6,660万ドル
は適応に投資される予定である。承認された緩和プロジェクトには、太陽エネルギーおよ
び風力発電、エネルギー効率、廃棄物発電、鉄道、都市大量輸送、森林保全、および
流域管理が含まれる。融資を受ける適応プロジェクトには、洪水・干ばつ管理、気候変
動に耐性のあるインフラ、および計画策定における気候変動に対する耐性の主流化が挙
げられる。バングラデシュ、カンボジア、ネパール、パプアニューギニア、サモア、タジ
キスタン、トンガ、および太平洋地域で、気候耐性に関する試験的プログラムが実施中
である。
　また、ADBは環境に優しい投資への民間資本の動員も引き続き実施した。2013年は
緩和への投資額のうち約6億7,000万ドルが、民間セクターによるクリーンエネルギープ
ロジェクトの支援に充てられた。また、譲許的資金を緩和・適応にかかわるADBの民間
セクター業務と組み合わせる8,150万ドルのアジア民間セクター向けカナダ気候基金 
（Canadian Climate Fund for the Private Sector in Asia）を設置した。
　ADBは都市気候変動耐性信託基金(UCCRTF)および総合的災害リスク管理基金 
(Integrated Disaster Risk Management Fund)を通じた適応プロジェクトのための
譲許的資金として、英国国際開発省およびロックフェラー財団から約1億4,000万ドル、
またカナダ政府から970万ドルを調達した。ADBは自らの気候変動基金にも900万ドル
を充当した。

気候に優しい投資を支援

CO
RB

IS

アジア・太平洋
地域における
環境に調和した
持続可能な
成長の促進

アジア・太平洋地域のニーズへの対応
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中央・西アジア

中央アジアに明るい未来を構築
キルギスは市場改革を先導し、CIS諸国で初めて世界貿易機関（WTO）に加盟が認められた。しかし、近年の内的・
外的ショックからの回復の必要性や民間投資の誘致拡大を含む開発課題に直面している。『キルギス：中央アジアの
中心で明るい未来を構築』（The Kyrgyz Republic: Building a Brighter Future in the Heart of Central 
Asia）では、こうした課題の解決策について論じ、同国の開発や貧困撲滅におけるADBの貢献について検討してい
る。同報告書はadb.org/publicationsで閲覧可能 。

アフガニスタン、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、キルギス、
パキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン

Development 
Effectiveness 
Brief

Building a Brighter Future in the Heart of Central Asia

The Kyrgyz Republic 

　中央・西アジアの経済見通しは2013年
もおおむね良好であった。主に食料・燃料
の国際価格が安定したことにより、インフ
レ圧力は引き続き抑制された。経済成長
は主要貿易相手国であるユーロ圏、中国、
およびロシアの景気を反映したものとなっ
た。パキスタンやタジキスタンで続く電力
不足が示しているように、同地域ではエネ
ルギー需要への対応が依然大きな懸案事
項となっている。
　一部の国では、公共投資の拡大や金の
生産増、国外からの送金が堅調であったこ
とを背景に比較的強い経済成長を記録し
た。アゼルバイジャンは非石油セクターと
公共投資の好調により、2013年の成長率
が4%となった。キルギスの成長率は前年
のマイナス0.9%から7.5%となった一方、
タジキスタンは海外送金により7%と比較
的高い水準を維持した。
　加盟国の多くが、一次産品への依存過
多と多角化を必要とする経済基盤に伴う課
題を引き続き抱えている。例えば、アゼル
バイジャンとカザフスタンは石油・ガスを
中心とする経済である一方、キルギスは金
に大きく依存している。マクロ経済の安定
維持、競争力強化とグローバル経済への
統合、および経済全体の成長を促すため
の改革の推進が政策課題となっている。
　ADBはインクルーシブかつ環境に調和
した持続可能な成長の恩恵が広く行きわた

るよう、エネルギー安全保障・エネルギー
効率の向上、連結性の強化、灌がい施設 
の改修、都市・市町村インフラの拡張、
母子保健の改善、および女性の起業促進
への取り組みを引き続き支援した。

2013年の主な業務内容
　2013年における中央・西アジアへの新
規融資支援の総額は41億3,000万ドルに
達した。うち35億6,000万ドルはADBに
よる融資、5億6,700万ドルは開発パート
ナーからの協調融資だった。技術協力の
総額は約3,489万ドルとなり、助言サービ
スの提供、ならびに能力開発、地域協力・
統合、研究開発、およびプロジェクト準備
への支援に充てられた。
　ADBは内陸国に重点を置いた連結性の
向上、地域協力の推進、貿易促進、およ
び民間セクターの競争力向上支援を優先
目標とした。電力インフラ投資はエネル
ギー効率とエネルギー安全保障の見通し
改善に直接寄与した。
　パキスタンでは、発電プロジェクト2件
に対し、計10億7,000万ドルの供与を承
認した。内訳は、ジャムショロ発電プロジェ
クト向けに9億ドル、配電強化投資プログ
ラムの第4トランシェとして1億6,720万ド
ルだった。アフガニスタンでは、カブール
～ジャララバード間道路の106 km区間、
シャラン～アンゴール・アダ間道路50 

エネルギー
電化世帯数

33万3,000

出所：ADB戦略政策局

金融
マイクロファイナンス口座開設数／
最終借入人数

240万人

2004～2013年の
10年間における成果
（中央・西アジア）
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　ADBは気候変動の適応と緩和に関する知識を地域全体で共有し、投資において
持続可能性、エネルギー効率、および汚染削減の原則を採り入れている。2013年
は、資源の有効利用と環境に調和した持続可能な成長を目指した8件のプロジェク
トを承認した。
　この中には、アゼルバイジャンのアグジャベディとナヒチェヴァンにおける上下水
道システム改修への融資1億5,000万ドルが含まれる。グルジアでは、7,300万ド
ルの都市交通プロジェクトにより、トビリシとアナクリア都市圏の都市交通サービス
の効率と信頼性向上を目指す。タジキスタンでは、1,000万ドルのグリーン・ファイ
ナンス案件プロジェクトにより一般家庭や零細企業向けのエネルギー効率・環境対
応型住居への融資供与、また2,160万ドルのプロジェクトにより、ピアンジ川流域
コミュニティの気候脆弱性と気候変動に対する回復力向上を支援する。
　ウズベキスタンでは3件のプロジェクトが承認された。これらの案件には、サマル
カンド州における100メガワットの太陽光発電プラントへの1億1,000万ドル、フェル
ガナ州の上下水道プロジェクトへの4,200万ドル、およびタシケント市の固形廃棄
物管理改善プロジェクトへの6,900万ドル融資が含まれ、サマルカンドにおける再生
可能エネルギー発電の拡大、フェルガナにおける安全かつ信頼性があり持続可能な
下水道システムの確保、タシケントにおける固形廃棄物管理の改善を支援する。
　また、ウズベキスタンでは2006年に承認されたカシュカダリア、ナボイ、および
ブハラ州における6,400万ドルの土地改善プロジェクトによって、排水システムの修
復が行われた。この結果土壌塩分が減少し土地生産性が向上した。
　パキスタンにおける1億1,500万ドルの再生可能エネルギー開発セクター投資プ
ログラムでは、パンジャーブ州の河川や水路に中小規模の水力発電所を4基、また
カイバル・パクトゥンクワ州に水力発電所を2基設置することにより、クリーンエネル
ギーの生産と利用の拡大を目指す。
　アゼルバイジャンおよびカザフスタンにおいては、温室効果ガス排出削減と政策
担当者に対する同コスト試算方法の説明に関する政策・技術ワークショップを支援し
た。

すべてのプロジェクトで
持続可能性を尊重

ADBは全地域の投資において、環境の持続可能性の原則を採り入れている。

km、ラシュカルガー～ゲレシュク間道路
33 km、およびドシ～バーミヤン間道路
75 kmの補修を支援した。これらのプロ
グラムにより、連結性の向上、雇用創出、
および物品の移動促進がもたらされる。
　ADBは2013年、アルメニアに対し5億
ドルのマルチトランシェ融資ファシリティの
第3トランシェを承認し、タリン～ギュムリ
間の2車線道路46 kmの再建と拡張を支
援する。
　2013年8月に理事会が承認したキルギ
スの国別支援戦略2013～2017年では、
インクルーシブな成長を通じた貧困削減を
目標としている。ADBは 引き続きエネル
ギーセクター改革の支援、発送電インフラ
の改修、および道路改修を支援する。
　ADBはキルギスにおける統合的税務行
政制度の開発を支援している。同支援を
通じてコンプライアンス違反リスクの低い
企業の負担軽減が期待される。

学んだ教訓を共有
　ADBは貧困削減において長期的な進歩
を続けていくため、開発プロジェクトから
得られた教訓を共有しなければならない。
　2013年4月、ADBとアルメニア中央銀
行はアルメニアのツァカゾルでセミナーを
開催した。同セミナーには8カ国28名の政
府関係者が参加した。規制の専門家らが
企業のリスク管理の評価と連結企業の財
務健全性の分析に関する実践的技術を共
有した。

アジア・太平洋
地域における
環境に調和した
持続可能な
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キルギスで
1,600軒の住宅を
より良い品質基準で改築

　キルギスでは2010年、オシュおよ
びジャララバード州における地域社会
暴力により、1,900軒の家屋が損壊
した。ADBは復旧・再建を援助する
ため2,800万ドルの緊急支援プログ
ラムを提供した。その14カ月後、
1,600軒以上の家屋（写真）が以前よ
りも高い品質基準に基づいて再建さ
れた。

中央アジア地域経済協力（CAREC）の
加盟国間の貿易は2桁成長を遂げた。

　ADBは2013年8月、ウズベキスタンの
タシケントでサプライチェーン管理と物流に
関する研修プログラムを試験的に実施し
た。中央アジア地域経済協力（CAREC）の
物流事業者協会連盟 の加盟企業は、研修
コースの立案と実施を行い、5加盟協会の
講師らがCAREC加盟10カ国からの参加者
と知見を共有した。
　2013年11月、アジア開発銀行研究所
（ADBI）は東京で開催されたワークショップ
に協力し、CAREC加盟国からの参加者が
グローバル・サプライチェーンと生産ネット
ワークへの理解を深めるための支援を行っ
た。

地域の連結性イニシアティブが貿易を促進
　過去10年間にCAREC加盟国間の貿易
は2桁成長を遂げ、ADBおよびCARECプ
ログラムも優先セクターにおいて着実な進
展をみせた。道路建設は目標を上回り、
鉄道建設は引き続きポートフォリオの大部
分を占め、貿易関係は進展し、各国は貿
易規制を簡素化し、知識を共有した。
　タジキスタンは2013年に世界貿易機関
（WTO）に加盟し、アフガニスタンとカザフ
スタンも加盟に大きく近付いた。2013年
6月にカザフスタンのアルマティで開催され
た第18回貿易政策調整委員会にWTOは

初めてオブザーバーとして参加し、その研
修・技術協力研究所を通じた提携に合意し
た。
　交通セクターでは、ADBが支援した鉄
道により、アフガニスタンのマザリシャリフ
とウズベキスタンのハイラタン間における1
トン・1 km当たりの輸送コストが0.08ドル
削減されたことで両地域間の貿易が拡大し
た。さらに、輸送時間が1時間短縮され、
また同区間の別の道路における大型車両

の通行が35%減少した結果、二酸化炭素
排出量も削減された。約700万人が同プ
ロジェクトの恩恵を受けた。
　地域の成長をさらに加速させるには、さ
らに多くの取り組みが求められる。国境に
おける物品の通関手続き時間を短縮するた
めには、内陸コンテナデポ等の物流施設
が必須である。また、CAREC回廊と新規
ルートとの連携や、道路と鉄道を組み合わ
せた長距離のマルチモーダル交通サービス
の開発が必要とされる。
　この目的のため、CAREC交通・貿易促
進のためのストラテジー2020改訂版では、
交通および物流インフラ・サービスに対す
るより統合的な改善取り組みを必要として
いる。
　ADBはCARECプログラムを通じて、キ
ルギスおよびタジキスタンの国境サービス
改善のために1,800万ドルを提供した。国
境通過時間とこれに伴うコストを削減し、
一層の貿易拡大を目指す。パキスタンで
は、2013年に承認された技術協力を通じ
て、アフガニスタンとの国境検問所チャマ
ンとトルカム、およびインドとの国境検問
所ワガの近代化を行う。
　エネルギーセクターでは、ADBは政府お
よび開発パートナーと共にアフガニスタン
経由で中央アジアと南アジアを結ぶ多地域
間連系線の設置に取り組んでいる。2003
年以降のエネルギー投資総額は41億
5,000万ドルにのぼっており、うち10.7%
はADBの2013年における3案件が占め
る。これらにはアフガニスタンにおける南
北送電線プロジェクト、およびエネルギー
セクター開発プログラムとタジキスタンに
おける1億3,600万ドルのゴロブナヤ水力
発電所再建プロジェクトが含まれる。

インクルーシブかつ環境に調和した持続可
能な成長を通じて生活水準を向上
　ADBは、女性によるスモールビジネスの
立ち上げと経営の支援、貧困層のエネル
ギーへのアクセス拡大、およびインフラの
気候耐性向上を通じて、インクルーシブか
つ環境に調和した持続可能な成長を推進し
ている。

注目データ
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「ADBの融資のおかげで、たった
6カ月の間にナボイ州で5,400カ所
以上が修繕されました。より健康に
なれるだけでなく、水路は女性の
ための雇用を創出してくれます。女
性として、この点を嬉しく思います」
―ウズベキスタン水道会社の従業員Ohyon Chulieva
衛生サービスの向上プログラムに関する議論の中での発言

　タジキスタンでは、「グリーン・ファイナ
ンス」プロジェクトに1,000万ドルのグラン
トを供与し、省エネ屋根・ドア、二重ガラ
ス窓、天井・床断熱、高度ウォーターポンプ、
および太陽熱温水器等の「スマート」ソ
リューションへの融資を通じて、全国の世
帯の電力アクセス拡大とより効率の高いエ
ネルギー利用を支援する。
　キルギスでは、ADBの貧困削減日本基
金の資金提供による女性の零細起業支援
プロジェクトを承認した。同プロジェクトは、
多様な新金融サービスへのアクセスの提供
を通じ、農村部や小都市における女性の
生活水準を向上させることを目的としてい
る。
　タジキスタンでは、10万人以上が2013
年に承認されたADB気候耐性プロジェクト
の恩恵を受ける。同プロジェクトはピアン
ジ川流域の59村で予想される気候変動影
響の軽減を目的としており、地域コミュニ
ティの水道へのアクセス向上と低コストの
資金調達の提供を通じて、農業の効率向
上をめざす。

中央・西アジア
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東アジア

　中国は、30年にわたる急速な経済拡大
（過去10年の年率平均成長率は9%超）を
経て、貧困削減が大きく進展し生活水準
が上昇した。現在同国は高中所得国であ
る。近隣の内陸国モンゴルも過去3年は年
率10%超と急速に成長している。この両
国は経済が拡大している一方で、重要な
開発課題を抱えている。その多くは経済の
再編、不平等、地域間や都市・農村間の
格差、および環境悪化に関連している。
　中国は2013年に成長率が前年比7.7%
増に鈍化した。これは過剰な生産能力の
削減や構造改革の深化を目的とした政府
の政策が一因となっている。またこうした
政策転換に加え、信用拡大と投資主導型
の成長から、国内消費とサービスによる市
場主導型の成長への経済の移行が起こっ
ている。中国が現在直面する開発課題に
は、環境保護の必要性、財政制度改革、
地方自治体の財政改善、金融セクターの
自由化、国有企業の民間投資促進、およ
び社会サービスの向上を通じた所得・地域
間格差への取り組みが含まれる。こうした
課題は、2013年11月に開催された中国
共産党第18期中央委員会第3回全体会議
で採択された改革の青写真の重要項目と
なっている。
　モンゴルは東アジアで最も急速な成長を
遂げている。財政・金融拡大政策とオユ・
トルゴイ鉱山での銅生産開始を背景に、成

長率は前年比11.5%増となった。しかし、
同年の対内直接投資は46.8%減少し、国
際収支圧力の高まりにより中央銀行の外
貨準備高の減少と通貨トゥグルグの切り下
げがみられた。対内投資については新た
な対内直接投資法が施行されれば改善す
るとみられているものの、経済の多角化、
外的ショックへの脆弱性軽減、国境を越え
たつながりの強化、および保健、飲料水、
衛生等の公的サービスへのアクセス改善の
ためには、人的資源やインフラへの大規模
な投資が必要とされている。

2013年の主な業務内容
　中国におけるADBの業務もクライアント
国のニーズの急速な変化に伴い進化してお
り、イノベーションと付加価値および開発
効果の拡大に特に重点を置いたイニシア
ティブを支援している。2013年、ADBは
中国においてプロジェクト12件に対し計
15億4,000万ドルの融資支援を行っ
た。 対象となったのは、天然資源・農業、
エネルギー、交通、および都市・社会の4
つの優先セクターである。ADBの協調融
資パートナーからの供与には、中国輸出入
銀行の7,558万ドル、中国広核集団の
9,668万ドル、および地球環境ファシリティ
の365万ドルが含まれる。
　交通プロジェクトを通じて、各省間およ
び都市・農村間の連結性強化や道路の維

中国の都市の将来を計画
『中国の都市化のための戦略的オプション：主要な結果』（Strategic Options for Urbanization in the 
People’ s Republic of China: Key Findings）では、中国が抱える多くの前例のない都市化問題を検証し、都
市の設計、ファイナンス、行政、および社会的統合の転換を通じて都市環境を改善するための方法を示唆している。
同報告書は4部構成で、今後10年間の開発政策・ガイドラインを決定付ける都市計画に関する政策研究に基づい
ている。adb.org/publicationsで閲覧可能。

中国、モンゴル

Strategic Options for Urbanization
in the People’s Republic of China

Key Findings

エネルギー
温室効果ガスの排出削減量　年間

2,150万トン

出所：ADB戦略政策局

水
灌がいサービス、排水、洪水管理による
土地改善面積

（二酸化炭素換算）

1,190万ヘクタール

2004～2013年の
10年間における成果

（東アジア）
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　ADBは、中国とモンゴルにおける化石燃料依存の軽減、世界的な気候変動取り
組みへの貢献、急速な経済成長と都市化がもたらした環境問題に対応するべく積極
的に支援している。この支援には、最先端のクリーンエネルギー技術の推進、都市・
農村間の総合的な環境保護および天然資源保全、ならびに低炭素型都市公共交通
が含まれる。
　ADBは、青海省で最新の再生可能エネルギー発電技術（集光型太陽熱発電）プロ
ジェクトに1億5,000万ドルを融資する。これは寒冷気候で試験的に運用される初の
集光型太陽熱発電プラントであり、中国国内や他の開発途上加盟国での応用が期待
される。ADBは、エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの比率を2020年ま
でに15%に引き上げるとする中国の目標を支援していく。同案件により、2017年ま
でに年間197ギガワット時のクリーンな電力がもたらされる見込みである。
　都市セクターでは、都市・農村間の総合的な環境保護プロジェクトを支援した。
これらの案件には、廃水、汚泥、および固形廃棄物処理関連の新システム、早期
警戒システムを伴う洪水管理、ならびに地下水の保全が含まれる。また、ADBは中
国農村部における下水・家庭ごみ処理の政策・規制枠組みの改正も支援している。
　2013年、ADBは中国とモンゴルにおける気候変動に耐性のあるインフラ開発を
推進するべく、複数のプロジェクトに気候変動影響評価を導入した。
　ADBは中国の湖北省宜昌市で、気候に優しい高速バス輸送システムを支援してい
る。甘粛省蘭州市における高速輸送バス案件の成功がきっかけとなり、持続的な都
市交通モデルとしての同システムへの意識が高まった。さらにADBは低公害バスの
リース案件への民間セクター融資を通じて、環境に配慮した交通も推進している。
　ADBは東アジアにおいて、天然資源と環境保護のための市場ベースのツールの政
策支援と試験的導入を長年続けており、現在は開発途上加盟国間のグリーン成長に
関する経験を体系的に共有するための地域知識ハブを北京に設置すべく支援を行っ
ている。

地域の環境課題に取り組む

持管理改善のための支援を行っている。
ADBは環境に優しい公共交通の導入や都
市・農村間の格差是正を支援するとともに、
適切な天然資源管理を促進するためのイ
ニシアティブを提案している。都市インフ
ラ・プロジェクトは、技術職業教育・研修
への支援拡大と並行してインクルーシブな
開発と移民労働者のための新規雇用創出
も支援している。ADBは上下水道料金の
改定開始を支援し、貸し手にとって採算性
のある官民連携案件の準備を進めている。
また、中国では第1号となる集光型太陽熱
発電プラントの導入支援も行っている。
　2013年、モンゴルを対象とするプロジェ
クト3件に対し、ADBは9,000万ドルの融
資を承認した。これらの案件には、5,000
万ドルのウランバートルの低開発地域にお
ける自治体サービス改善、2,000万ドルの
決済システム近代化を通じた貧困層の金
融アクセス向上、ならびに2,000万ドルの
フードスタンプ制度導入および社会福祉と
医療保険制度の改善が含まれる。これら
の取り組みは、社会福祉の対象の絞込み
を改善し、社会福祉の受益者を雇用サー
ビスと結び付け、貧困世帯のデータベー
スの更新につながる。ADBはまた、政策・
法改革への支援や熱電併給プラントの取
引助言サービスを通じ、官民連携の基礎
作りを支援した。モンゴルでの協調融資
パートナーには、欧州投資銀行および都市
融資パートナーシップ・ファシリティ(Urban 
Financing Partnership Facility)下の都
市環境インフラ基金、ならびに貧困削減日
本基金が含まれる。

開発の経験を共有
　中国は高中所得国から高所得国への移
行という課題に取り組んでおり、ADBの
対中支援においては知識の共有が特に重
視されている。モンゴルにおける知識共有

ADBは中国各地でクリーン技術を用いた廃棄物発電所の推進と開発を支援している。
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の多くは天然資源の効果的な管理を支援
することが目的となっている。ADBは
2013年、中国とモンゴルにおいて知識成
果物・サービス58件を作成し、知識共有
活動59件を実施した。
　2013年に出版された主要な報告書の一
つである『東アジアにおける気候変動の
経 済 学 』（Economics of Climate 
Change in East Asia）では、中国、日本、
韓国、およびモンゴルにおいて気候変動
適応戦略をいかに温室効果ガス削減対策
と調和させられるか考察している。報告書
は、北京、ソウル、東京、およびウランバー
トルで発表され、ワルシャワでの国連気候
変動会議でも紹介された。
　2012年にADBと中国の財政部が設立
した地域知識共有イニシアティブは、開発
の経験を開発途上加盟国間に普及させる
うえで重要な役割を果たした。2013年に
北京で開催された技術職業教育をテーマと
した第5回中国・ADB知識共有プラット
フォームには、開発途上加盟10カ国から
80名以上が参加し、脆弱層のための雇用
創出の方法としての技能と雇用のマッチン
グに関する経験を共有した。

国境間の連結性を向上
　2006年以降、ADBは国境間の地域や
町における連結性の改善を目的とした税
関、交通、および協調的国境地域開発に
焦点を当てた中央アジア地域経済協力

ドで中国と結ぶ地域道路が完成した。これ
によりモンゴルの貿易や経済多角化のさら
なる促進が見込まれる。2013年のその他
の活動としては、CAREC交通・貿易促進
戦略と行動計画の改善、モンゴルと中国
の道路交通協定の実施運用マニュアルの
策定、越境性動物疾病の共同管理イニシ
アティブの立ち上げ、および積荷目録の電
子化を通じた共同税関検査の一層の強化
が挙げられる。この電子化により、国境
検問所における通関時間が短縮され、税
関申告におけるコンプライアンスも向上し
た。ADBは中国とベトナムの国境経済地
区の共同開発に関する覚書の締結を促進
した。同覚書の実行により、越境貿易・
投資の拡大、またメコン河流域圏の南北
経済回廊の開発への貢献が期待される。

貧困層のためのインクルーシブな成長を促
進
　ADBは、交通接続性、総合的な都市・
農村インフラと社会サービス、および技術
職業教育・研修の改善プロジェクトを通じ
た経済的機会の創出により、インクルーシ
ブな成長を支援している。特に貧困層およ
び移民労働者の経済的機会の拡大に努め
ている。社会保護も、ADBによるインクルー
シブな成長の支援における重要な要素の
一つとなっている。
　中国では2013年に計6億1,000万ドル
の新規交通プロジェクトが承認され、南西
部の低開発地域（重慶市および貴州省）に
おけるエネルギー効率の高い鉄道の連結
性改善、湖北省における質の高い都市公
共交通システムの導入、内モンゴル自治
区における道路開発支援、および雲南省
における持続的な道路の維持管理システ
ムの設置が実施される。
　2013年に承認された湖南省および広西
チワン族自治区における技術職業教育・
研修プロジェクト2件は、ADBの支援が社
会セクターへと大きく転換したことを示して
いる。特に、経済の都市化やサービス志
向化が進む中、職業教育システムの改善
と移民労働者の研修を通じて、技能労働

都市ごみを
エネルギーに変換

　中国では年間2億2,000万トンの
都市廃棄物が発生しており、多くの
都市にとってその処理が課題となって
いる。蘇州ではADBの支援による廃
棄物発電所で1日当たり3,500トンに
のぼる都市ごみのすべてが焼却され
ている。焼却後、液体残さやスラグ
は安全に処理・リサイクルされる。
同プラントには蒸気発電機が設置さ
れており、年間3億5,000万キロワッ
ト時の発電量で、住居や企業に電力
を供給している。

ADBは中国における技能労働者の
需要拡大に対応するため、
移民労働者を訓練している。

（CAREC）プログラムのもとで、中国とモ
ンゴル間の地域協力を支援してきた。
2013年にはCARECのもと、モンゴルをア
ジアハイウェイ、そして国境の町ザミンウー

注目データ
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「私はドライバーです。新しく建
設された立派な道路のおかげで
運転時間が短縮され、車の修理
費用が節約されます。2013年に
は自分を含む同郷の21人が道路
建設に携わりました。（略）私たち
は仕事を与えてくれ、自分や家族
を支えてくれたADBに感謝してい
ます」
―モンゴルのトラック運転手Banzragch Bat-Erdene
モンゴルと中国およびロシアを結ぶ道路プロジェクトに関する意見 

者に対する需要拡大に対応できるよう支援
する。
　モンゴルでは、2013年に承認された複
年度投資プログラムを通じて、首都の低
開発地区におけるインフラや自治体サービ
スの改善を支援する。このプログラムには、
道路拡張、上水道・廃水処理、および暖
房システムが含まれる。2,000万ドルの新
規プロジェクトにより、情報通信技術を通
じた社会福祉改革の支援、フードスタンプ・
プログラムの改善、および医療保険の対
象拡大とアクセス改善を行う。
　ADBは人口高齢化に伴う中国の課題に
対応するため、都市年金制度改革への支
援と助言を提供する。

東アジア
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太平洋

　2013年、太平洋地域の資源国は、一
次産品価格の下落や世界成長の減速によ
り通常よりも低い成長率となった。農産品、
鉱物、林産品の輸出収入が低下したため、
政府の歳入も減少した。他方、同地域の
開発途上加盟国のうち一部の小国では、
資源アクセスに関する地域協力を背景に漁
業収益が拡大した。観光業も成長を続け
た。
　人口が少なく資源や能力が限られた太
平洋の諸島国では、開発が困難となって
いる。これらの国々の経済成長率は一様
に1～2%程度となっており、雇用創出や
社会サービスの提供は長らく懸案となって
きた。農業と観光業は引き続き堅調なセク
ターだが、経済規模の小ささと地理的孤
立が大きな制約要因となっている。ADB
の脆弱・紛争影響国の多くは、気候変動
が深刻な脅威であり、重大な開発課題と
なっている太平洋地域に集中している。
　ADBは港湾、空港、道路、情報通信技
術インフラへの投資、および貿易促進に向
けた取り組み等を通じ、太平洋の域内外と
の連結性に重点を置いてきた。孤立した
状況を克服するには連結性の向上がカギ
であり、急成長するアジア近隣諸国からの
機会獲得が可能となる。
　同地域にとって、限られた資金を効果的
に管理することが重要な開発課題、そして
成長の加速を続けていくためのカギであ

る。2013年、ADBと開発パートナーは公
共財政管理に特に重点を置いた。ADBは
公共財政管理における能力強化の支援、
不可欠な改革の推進、および有益な知識
の共有を手助けした。ADBの再生可能エ
ネルギープロジェクトへの広範な支援によ
り、発電燃料源の輸入依存を軽減し、太
平洋諸国の財政を改善することが可能とな
る。
　これらの案件は、気候変動への取り組
みや環境に調和した持続可能な成長の推
進に対する太平洋地域の開発途上加盟国
のコミットメントを反映している。気候変動
への適応を支援し、ADBが支援する道路、
橋梁、上水道、建物が気候変動への耐性
を備えたものとなるよう、ADBは計画して
いる。

2013年の主な業務内容
　2013年、ADBの太平洋地域に対する
支援額は、融資・グラントプロジェクト15
件（アジア太平洋災害対応基金を含む）に
対し計4億3,780万ドル、技術協力プロジェ
クト33件に対し計6,260万ドルとなった。
さらに2,480万ドルの協調融資も合わせた
融資・グラント支援の対象となったのは、
主に交通（63%）、エネルギー（22%）、上
下水道（6%）、および公共政策（5%）であ
る。支援額が最大となったのはパプア
ニューギニアで3億570万ドル、第2位は

クック諸島、フィジー諸島、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ、
パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、東ティモール、トンガ、ツバル、バヌアツ

気候変動コストを試算
ADBによる報告書『太平洋地域における気候変動の経済学』（Economics of Climate Change in the Pacific）
では、島しょ国において気候変動がもたらす悪影響のコストを数値化している。報告書は地域・セクターモデルを用
いて、一部の国および産業分野（農業、漁業、観光、珊瑚礁、およびヒトの健康を含む）への影響について議論して
いる。また、こうした悪影響を緩和するための政策提言も述べている。
adb.org/publicationsで閲覧可能。

交通
道路プロジェクトの受益者数*

68万5,000
金融
マイクロファイナンス口座開設数／
最終借入人数

18万5,000
出所：ADB戦略政策局
*  2004～2012年のみのデータ。本指標は2013年1月に「新
規建設または改修された道路の利用（稼働初年度における1
日当たりの平均車両走行距離）」に変更された。

2004～2013年の
10年間における成果

（太平洋）
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　太平洋地域の開発途上加盟国を構成する小さく孤立した島々は、自然災害や気
候変動の影響に対して脆弱である。こうした国々の経済や農業、林業、漁業、観
光業等の主要産業は環境に大きく依存している。そのため、環境を保護するための
システムや手段は、開発に不可欠である。
　2013年、ADBは再生可能エネルギー、重要インフラの気候変動耐性、持続的
かつ強靭性のあるコミュニティ構築、および持続可能な開発のための能力強化への
投資を通じて、環境に調和した持続可能な成長を推進した。キリバス、パプアニュー
ギニア、およびソロモン諸島では、技術協力グラントにより各国セーフガードや環境
省職員の技能が強化され、投資プロジェクトの環境影響評価とモニタリングの実施
が後押しされた。
　ミクロネシア連邦のヤップ州では、ADBの支援プロジェクトを通じて、風力およ
び太陽光発電ならびに供給面の効率改善により、化石燃料の消費を削減し、発電
電力に占める再生可能エネルギーの比率を22%とする。トンガでは、ババウ島に新
規太陽光発電所、また外島に小規模太陽光発電設備を設置して年間50万リットル
のディーゼル燃料の消費削減を進め、400世帯にクリーンエネルギーを供給する。
サモアでは、新規の流れ込み式水力発電システムを導入し、環境への影響が最小
限となる発電を行う。サモアでは6基のシステムを開発し、年間360万リットルの
ディーゼル燃料消費削減をめざす。
　ADBはまた、政府庁舎、学校、保健所、道路、橋梁、上水道等の公共施設が
気候変動や自然災害の影響に持ちこたえられるよう各国政府を支援している。ソロ
モン諸島では、道路高の引き上げ、道路舗装の拡大、海岸防護施設の設置、およ
び橋梁・埠頭の大型化と強化等の適応策を採り入れたプロジェクトが進行している。
　東ティモールでは、より頻発かつ厳しい気象にも耐えうる道路の設計・建設を支
援している。太平洋地域11カ国を対象とする地域気候耐性プログラム、およびトン
ガの気候耐性向上のための戦略的プログラムの2つはいずれも戦略的気候基金より
資金供与を受けており、同地域の気候変動適応と災害リスク管理のための能力強化
を行う。

レジリエントな（耐性のある）
インフラへの投資

東ティモールで5,000万ドルだった。「太
平洋アプローチ （2010～2014年）」に定
められたADBの重点戦略は、インクルー
シブかつ環境に調和した持続可能な成長、
グッド・ガバナンス、および地域協力・統
合への支援を目的としている。同アプロー
チに沿って、2013年も太平洋地域の開発
途上加盟国の強固で持続可能かつ気候変
動に耐性のあるインフラの開発、財政改
善能力の向上、および公共投資の効率改
善を引き続き支援した。
　パプアニューギニアの遠隔地や山岳地
において交通接続は極めて重要である。
ADBは1億3,000万ドルの民間航空投資
プログラムを承認し、国内14空港で航空
旅客サービスへの全天候型アクセスを確
保する。同業務では、ターミナル等のイン
フラ改善および消防車や予備電源の提供
を行う。また、航行・通信システムを国際
規準に向上させる。
　パプアニューギニアでADBが支援した
その他のイニシアティブとしては、1億
900万ドルの道路投資プログラムがある。
同プログラムでは、500 kmの国道の維
持管理体制の改善を通じて、アクセスしや
すく安全な道路づくりを支援する。ADB
は、サモア、ソロモン諸島、およびトンガ
の財政強化と公共投資・サービス改善の
ため、政策ベース業務を通じてグッド・ガ
バナンスを推進している。共通政策マトリッ
クスに基づき、こうした業務は政府主導で
実施され、他の開発パートナーはこれを支
援している。サモアでは、2013年に承認
されたプログラムを通じて国有企業による
経済への貢献や公共財政管理制度を強化
することにより、長期的な財政安定化の促
進を目指す。
　ADBの民間セクター開発イニシアティブ
は太平洋地域におけるガバナンス向上に

ADBは建物その他のインフラが自然災害に持ちこたえられるよう各国政府を支援している。

アジア・太平洋
地域における
環境に調和した
持続可能な
成長の促進
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貢献した。例を挙げると、2013年にサモ
アの会社法規則の改正、また同国の電子
ビジネス登録の調達・設置を支援した。オー
ストラリアおよびニュージーランドからの協
調融資を得て、同イニシアティブの第3
フェーズ（3,050万ドル）を承認した。
　ADBは、同地域における経験から得ら
れた教訓を採り入れ、太平洋地域業務へ
のアプローチを改善した。2013年6月に
開催された脆弱なアジア・太平洋地域の
耐性構築に関するADB・オーストラリア援
助ハ イレ ベ ル・フォーラム （ADB-
Australian Aid high-level Forum on 
Building Resilience to Fragility in 
Asia and the Pacific）での提言は、脆弱・
紛争影響国における業務についてなされた
ものである。

地域的結合に向けての制約を克服
　交通、エネルギー、通信をはじめとする
地域インフラ網のギャップや、不適切な法、
制度、規制枠組みは、依然として太平洋
の離島における経済成長の妨げとなってい
る。
　ADBの地域協力・統合支援の重点分野
には、複数の国家間における監査等の政
府サービスの共同提供、法規の改正や標
準化を通じたビジネス環境の調和、地域
間および地域外との交通・通信網の設置、
および地域の主要課題を分析するための
学識者・ドナー機関との協力体制確立が含
まれる。

は順調に進んでいる。2013年8月には、
ADBが支援したトンガの海底ブロードバン
ド開発プロジェクトが完了し、より高速の
インターネット接続が可能となった。
　地域協力により能力的制約を克服するこ
とができる。ADBは2013年にキリバス、
ナウル、およびツバルの監査担当者グルー
プへの支援を実施し、各国の監査担当者
の能力強化と同時にこれらの国々が適時
に政府監査を行えるよう後押ししている。

すべての人々が恩恵を得る持続的な成長
を
　ADBは、各国の成長促進と貧困削減を
支援する中で、開発上の制約を解消するこ
とに業務の重点を置いている。
　貧困層や女性の保健指標改善と脆弱層
のセーフティーネットプログラムの策定を目
指すプロジェクトがある。2013年に承認
されたパラオにおけるコロール・アイライ
衛生プロジェクトでは、保健分野での成果
改善や観光業の潜在力強化を目指す。フィ
ジー諸島や東ティモールでは、上水道整備
プロジェクトを通じて、水道未普及地域に
安全な飲料水をもたらし、水を原因とする
疾病の減少を図っている。
　教育分野においては、女性への伝統的
技能以外のスキルを含む技術教育・職業
訓練を支援している。また、フィジーのス
ヴァに本部のある南太平洋大学の各国キャ
ンパスの拡大に投資し、地域内からのアク
セスを広げている。2013年に同大学の戦
略計画能力の構築に対する技術協力を承
認した。
　北太平洋地域（ミクロネシア連邦とマー
シャル諸島）では、2013年に教育サービ
スの計画・運営能力強化と若年層への雇
用・研修機会提供を目的とする技術協力
を実施した。

パプアニューギニアの
貧困層のために
保健サービスを向上

　パプアニューギニアは国民の9
割が農村部に居住しているにもか
かわらず、同国の農村保健システ
ムは1980年代より縮小している。
農村部の保健施設の推定40%が
閉鎖しているか、十分に機能して
いない。 ADBがミルン湾で支援
している農村部基礎医療サービス
プロジェクトは、この状況を打開
することを目標としている。
同プロジェクトでは、コミュニティ・
ヘルス・ポスト（診療所）が新設さ
れ、ブブレタ地区向けの医療施設
や職員用の住居と車両が提供され
る。

ADBは太平洋地域における業務を大幅
に拡大し、現在では同地域の開発途上
加盟国のほぼすべてで活動している。

　ADBは孤立した開発途上加盟国に対し、
港湾、航空、および情報通信技術への投
資を通じて、貿易的つながりと重要なライ
フラインの強化を支援している。パプア
ニューギニアのラエ港の改修プロジェクト
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「私たち村人は、自分たちの沿岸
漁場に海洋保護区を設置したいと
長い間望んできましたが、そのた
めの経験がありませんでした。今
では、基礎的な知識や技能、情
報を得たおかげで、より良い漁場
の管理ができ、明るい未来が見え
てきました」
̶村の職員Marcelo Soares
東ティモールにおけるADBの地域漁場保護プロジェクトについての
意見
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南アジア

　南アジアにおけるADBの業務は、一部
の新興国経済の不安定化で世界的な経済
困難が続いたことによる影響を受けた。改
革の減速、財政・経常収支赤字の長期化、
および総選挙をめぐる政治的不安定の高ま
りがこれに追い打ちをかけた。2013年の
南アジア地域の成長率は4.7%と、前年の
5.1%から低下した。インフレが低下したも
のの、通貨安とエネルギーおよび食料価
格の高騰により、引き続き価格圧力にさら
されている。インフラ金融が依然として課
題となっている。同地域におけるインフラ
不足は生産性と競争力を阻害し、その結
果、投資、貿易、雇用、福祉、および社
会的インクルージョン（包摂性）にも悪影響
を与えている。
　2013年、ADBは複数の重要案件を承
認した。うち1件は、インド・インフラ金融
公社への信用ファシリティで、主に民間セ
クター主導のエネルギー、交通、その他の
インフラ関連プロジェクトを対象としてい
る。ADBの資金供与は、グリーンフィール
ド投資とブラウンフィールド投資の両方、ま
た現地銀行の新規投資向け資金調達能力
を拡大するためのテイクアウト・ファイナン
シングや劣後債務も対象となる。ADBは
また、 国内および周辺国間の連結性向上
を目的とした複数の交通プロジェクトへの
融資を行った。ハードインフラ投資には税
関の近代化や貿易促進といったソフトイン

フラへの支出も併せて実施された。

2013年の主な業務内容
　ADBは現在同地域において総額130億
ドル相当のプロジェクトを運営している。う
ち60億ドルは譲許的資金となっている。技
術協力グラントは総額2億1,000万ドルと
なっており、人材育成やプロジェクトの準
備・実施、および知識成果物の提供に充
てられている。2013年に承認された新規
案件は総額40億ドル近くに達した。うち技
術協力グラントは 5,500万ドル近くにの
ぼった。プロジェクト実行の新規約定総額
は30億ドル近くとなり、同年内に20億ドル
以上が実行された。
　インフラ分野は業務計画全体の87%、
教育分野は11%を占めた。ADBはまた、
自らが投資したプロジェクトのために、二
国間機関を中心とする第三者機関より15
億ドルを調達した。
　エネルギー分野では、 水力発電や再生
可能エネルギー案件、ならびに送配電網
の近代化や拡張に10億ドル近くを投じた。
2013年に実施された主要プロジェクトとし
ては、インドからバングラデシュに電力を
供給する連系送電線が挙げられる。これ
は、初の地域協力案件であると同時に、
同分野における先駆けとなった。ADBが3
億ドルを供与したラジャスタン州の再生可
能エネルギー送電投資プログラムでは、ク

ブータンの水力発電所が受賞
ブータンにおけるADBのグリーンエネルギー関連プロジェクトが、米財務省の2013年の 開発インパ
クト賞を受賞した。同賞は、国際開発金融機関が実施する優れた開発プロジェクトやイニシアティブに
対して与えられる。発電能力126メガワットのダガチュ水力発電所は、官民連携を通じてインドにクリー
ンエネルギーを、そしてブータンの農村部世帯に電力を供給する。同プロジェクトは、クリーンエネルギー
発電がいかに同地域に恩恵をもたらし、また、他の再生可能電力プロジェクトにおける越境取引に道
を開けるかということを示した。同プロジェクトの詳細については、adb.org/newsで閲覧可能。

バングラデシュ、ブータン、インド、モルジブ、ネパール、スリランカ

エネルギー
電化世帯数

400万
水
新規設置・改修された上水道管

2万1,000 km

出所：ADB戦略政策局

2004～2013年の
10年間における成果

（南アジア）
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　ADBは南アジアの開発途上加盟国支援において、持続可能なインフラの構築、
低環境負荷エネルギーの推進、および安全で清潔な飲料水の提供に協力してきた。
ADBによる経済・社会インフラの構築イニシアティブ全般において、気候耐性、環
境の持続可能性、および災害リスク軽減に重点を置いてきた。
　バングラデシュでは、洪水の被害を受けた道路・橋梁の修復支援を通じ、自然
災害に対する脆弱性の軽減を図った。同プロジェクトでは、貧困層に市場、保健、
教育施設へのアクセスを提供し、2,500万人が恩恵を受けた。
　ADBはインドのジャイプールにおいて、初の地下鉄建設プロジェクトに1億7,600
万ドルを融資した。運行初年度に1日当たり10万人以上の乗客が見込まれる高速
輸送システムを導入することにより、自家用車による移動の増加に歯止めをかける
ことが期待されている。この案件を通じて、1日当たり推定54.3トンの二酸化炭素
排出が削減される。
　インドのラジャスタン州では、都市インフラ開発プロジェクトを通じて住民700万
人の上水道が改善された。このプロジェクトにより、地下水への依存が軽減され、
また、廃水管理システムが向上した結果、水や媒介生物による疾病の発生率が大
幅に低下した。また、コルカタでは4億ドルの環境改善プロジェクトにより、貧困層
への安全な水・衛生へのアクセス拡大が見込まれる。同プロジェクトでは、2万7,000
世帯を下水道と接続し、うち少なくとも15%は脆弱世帯または女性世帯主世帯が
対象となる。
　バングラデシュのダッカでは、処理能力1日当たり5億リットルの水処理プラント
建設に融資を行う。またネパールでは、ADBが2案件で補完的支援を行う総合水
資源管理計画を通じて、196万人を廃水処理ネットワークに接続し、バグマティ川
流域の水資源管理の向上と健全な河川環境を実現をめざす。
　バングラデシュ、インド、モルジブ、およびネパールにおける再生可能エネルギー
供給とエネルギー効率向上に対するADBの支援は、化石燃料による発電に付随す
る環境影響の軽減に寄与している。2013年に承認したネパールのタナフにおける
水力発電プロジェクトは、信頼性の高い水力電力を同国にもたらす。

より持続可能なインフラ、
より環境負荷が低いエネルギーを

リーン・テクノロジー基金から2億ドルの協
調融資を受けた。ネパールのタナフにおけ
る140メガワットの水力発電所の新規建設
プロジェクトでは、1億5,000万ドルを拠出
し、同国の電力不足の軽減と電力へのア
クセスを提供する。ADBはまた、洪水と地
すべりで100万人近くが被災したウッタ
ラーカンド州に対して2億ドルの緊急支援
を実施した。
　ADBは天然資源、都市サービス（水・
衛生）、および教育・技能の分野における
多くの革新的なプロジェクトに資金を供与
した。深刻な技能不足は雇用と生産性に
悪影響を及ぼすことから、教育セクター支
援は引き続き拡大している。ADBはインド
のメガラヤ州において同分野としては初の
プロジェクトを承認した。また、ネパール
において2,000万ドルの技能開発プロジェ
クトを、バングラデシュにおいては中等教
育の見直しのため5億ドルの新規ファシリ
ティを承認した。スリランカでは中等教育
における教授法改革の支援のため、2億ド
ルのプログラムを承認した。本案件は、
ADBとしては初めて結果重視型融資手法
により実施された。
　2013年、ADBは2カ国について新たな
国別支援戦略（CPS）を承認した。インドに
対するCPS（2013～2017年）では、同国
政府が構想するより早く、よりインクルー
シブかつ持続可能な成長の加速化を支援
し、強靱なインフラの構築、雇用創出、
地域の連結性、および環境持続可能性に
重点を置いている。ネパールに対するCPS
（2013～2017年）では、飛躍的、インク
ルーシブかつ持続可能な経済成長を目指
す。
　ブータンのティンプーに現地事務所を開
設し、業務権限を現地に移管したことによ
り、政府との密接な取り組みを目指す

南アジア地域のインフラ案件では、インドのラジャスタン州都市インフラ開発プロジェクトのもとでジャ
イプールに廃水管理システムが設置される等、環境の持続可能性が採り入れられている。

アジア・太平洋
地域における
環境に調和した
持続可能な
成長の促進

29
南アジア



ADBの戦略がさらに強化された。また、
過去30年間にわたるADBとブータン政府
のパートナーシップの絆も深まるだろう。
　同年は業務知識の共有にも重点が置か
れた。南南知識共有シリーズの1冊目とし
て発表された『南アジアの開発：教訓と洞
察 』（Developing South Asia Lessons 
and Insights）はADBの同地域における8
つのプロジェクト成功事例から得られた
グッド・プラクティスと教訓をとりまとめた
ものである。また、南アジア地域協力連合
（SAARC）との協力のもと、『南アジア地域
協力連合加盟国における資本市場の構築 』
（Development of Capital Markets in 
Member Countries of the South 
Asian Association for Regional 
Cooperation）を出版した。さらに、国別
で17回、地域規模で2回のワークショップ
を開催し、開発プロジェクトにおける女性
参画支援の新たな手法について識見を共
有した。

優先順位の高い地域プロジェクトを加速
　ADBが支援する南アジア地域経済協力
（SASEC）プログラムは、交通、貿易促進、
およびエネルギー分野において優先順位
の高いプロジェクトの実施を加速させた。
2013年は2011年以降の投資拡大基調を
背景に、5件の地域プロジェクトに2億

備ファシリティ （Project Preparatory 
Facility for Energy）は、将来的な地域周
辺国への電力輸出を視野に入れた水力発
電所プロジェクトと送電線プロジェクトの
支援を目指すものである。
　ADBによる様々な道路、鉄道、航空プ
ロジェクト投資はSASEC交通回廊の構築
に寄与するものであり、これらを通じてバ
ングラデシュ、ブータン、インド、および
ネパール間の地域協力・統合が引き続き
強化されている。バングラデシュ、ブータ
ン、およびネパールを対象とするSASEC
貿易促進プログラムは、ブータンにおける
国家貿易促進委員会の設置、およびネパー
ルにおける電子税関管理マスタープランの
策定を支援している。
　2013年10月に始動したADBが支援す
るバングラデシュ～インド間電力網連系プ
ロジェクト（南アジア地域では初の高圧直
流連系線）は、両国の電力網の安定化や
地域間電力連系・取引の機会拡大をもた
らす。ADBの資金供与によるグリーン電
力開発プロジェクトのもとで実施されてい
るブータンの ダガチュ水力発電所（世界初
の越境クリーン開発メカニズム（CDM）プ
ロジェクト）は、ブータンによるインドへの
電力輸出拡大を目指す。同プロジェクトは
2013年、米財務省の開発インパクト賞を
受賞した。

すべての人々に機会へのアクセスを
　2013年の同地域におけるADBの事業
の多くは、社会的格差の縮小、貧困・脆
弱層の生産的資産・資源へのアクセス改
善および女性のエンパワーメントを目的と
して策定された。同事業によってインフラ
不足が是正され、インフラ全般の質も改善
した。
　インドでは、計15億ドル、6件の新規融
資を提供した。ビハール州における幹線道
路プロジェクトでは、遠隔地農村の農民に
対し、より大きく商品価格の高い市場への
アクセスを提供した。またマディヤ・プラ
デシュ州では、エネルギー効率向上のため
の投資プログラムのもと、2万人以上の女

電力網接続により
バングラデシュに恩恵
　ADBは1億1,200万ドルのアジ
ア開発基金（ADF）融資を通じて、
バングラデシュとインド間の電力
網接続を支援した。この電力網連
系プロジェクトにより、2013年
12月までに当初500メガワットが
インドから流入し、今後その規模
は1,000メガワットに拡大される。
同プロジェクトにより、バングラ
デシュは貸与された発電施設への
依存を軽減し、より信頼性の高い
産業向け電力の供給が可能とな
る。

2013年、ADBは南アジア地域にお
ける再生可能エネルギープロジェクト
に10億ドル近くを投じた。

7,000万ドル以上が投じられた。
　2013年における地域連結性向上のた
めの新規投資には、ネパールのSASEC道
路連結性プロジェクトとインド北東州道路
投資プログラムの第2トランシェが含まれ
る。ネパールのエネルギープロジェクト準

注目データ
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性起業家を対象に、給電分離技術による
安定した質の高い電力が供給される。
　ネパールでは、開発パートナー8機関と
ともにADBは就学支援を実施し、初等教育
（1～5学年）における純就学率を2008～
2009年の92%から2012～2013年には
95.3%に、また基礎教育（1～8学年）の純
就学率を同期間に73%から87.5%に引き
上げた。「雇用のための技能」プロジェク
トでは、6万人近くの恵まれない人 （々女性、
被差別民のダリット階層等）を対象に、商
取引、建設、農業、およびサービスに関
連する基礎的な職業技能の短期間研修を
実施した。同プロジェクトは、研修参加者
の50%以上を研修終了後1年以内に就職
させるという目標を達成した。
　バングラデシュでは、ダッカにおける上
水道セクター開発プログラムを支援した。
同案件は、貧民地区コライルの住民3万人
を対象に合法的な水道への接続を提供す
るものであり、同地区の住民は現在、手
頃な価格の水に24時間アクセスすること
ができるようになった。ADBはこの成功事
例を他の貧民地区でも実施する。バング
ラデシュでADBが主導したマルチドナー支
援による初等教育開発プログラムは、約
2,500万人の生徒（うち半分は女性）を対
象に、学校施設の新規建設または改修を
行うものである。同プログラムを通じて、
教室4万870室、トイレ2万3,182基、安
全な飲料水を提供するための管井戸1万
7,275基が建設された。
　スリランカでは、貧困削減日本基金のプ
ロジェクトを通じて、東部州アンパラ地区
の貧しいコミュニティにクリーンかつ再生可
能なエネルギーへのアクセスを提供し、約
2,200世帯を電力網に接続させた。モル
ジブでは、ADBはモルジブ銀行への信用
枠供与を試験的に実施し、零細・中小企
業への融資アクセスを拡大した。

「新しく建設された港湾アクセス
道路のおかげで、街中を通らず
にチッタゴン市と港とを行き来し
やすくなりました」
―チッタゴン港に勤務するSharifuzzaman Chowdhury氏
ADBがチッタゴンで支援する港湾貿易促進プロジェクトに対する
意見
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東南アジア

　東南アジアの人口の大部分は新興中所
得国に集中している。2013年の同地域に
おけるADBの業務の重点は、主に、拡大
する所得・社会サービス格差への対応、
資源管理の強化、イノベーションへの投資、
および緊急支援要請への対応に置かれた。
　開発途上加盟国における経済・社会的
格差は、東南アジア地域の主要な開発課
題となっている。その一方で、拡大する中
産階級による消費需要の増大は、限りあ
る天然資源をめぐる争いを招き、環境悪化
をもたらしている。
　2013年は多くの国々が財政懸念に直面
した。インドネシアとマレーシアは財政赤
字の拡大に歯止めをかけるべく燃料補助金
を削減し、ラオスは歳入不足に悩んだ。フィ
リピンでは、11月の壊滅的な台風と10月
の地震を受けた緊急支出により、財政赤
字が拡大する恐れがあるが、税収の増加
により通年ではGDP比2%の上限内に収ま
るとみられる。
　インドネシアでは、燃料価格の上昇、経
常赤字、および6月と7月における外貨準
備高の低下を背景にインフレが進んだ結
果、金融市場が弱含んだ。同国政府はこ
れを受け、2013年8月に経常赤字・イン
フレを抑制する政策パッケージを発表し、
その後はそれぞれ縮小・低下に転じた。
ADBはインドネシアの金融市場への中期
的影響へのさらなる対応を支援すべく、融

資規模を拡大した。
　ミャンマーでは、2013年に経済成長が
加速し、国際社会への復帰により1980年
代以来初めてのADBによる融資承認への
道が開けた。ADBの資金供与は、広範に
わたる経済・社会改革の支援に充てられる。
　ベトナムは、マクロ経済の安定を維持し
たものの、国有企業の非効率性と銀行セ
クターの弱さが依然として課題となってい
る。ADBはこれに対応すべく、同国政府
に対し、政策的助言や能力開発支援を実
施した。
　東南アジアにおけるADBの優先開発支
援分野には、金融セクター、環境保護、
教育へのアクセス、保健サービス、雇用
機会、持続可能な成長、地域の連結性、
送電、および天然資源管理が含まれる。

2013年の主な業務内容
　同地域における業務は、環境に調和し
た持続可能かつインクルーシブな経済成
長、および地域協力・統合に重点を置い
たADBのストラテジー2020が指針となっ
た。2013年、ADBは東南アジアにおいて、
ソブリン・ポートフォリオとして141件のプ
ロジェクト（総額166億ドル）を実施し、
257件（総額5億7,123万ドル）の技術協力
プロジェクトを実施した。
　2013年、公共セクターに対する新規融
資の総額は31億8,000万ドルに達し、こ

ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、
シンガポール、タイ、ベトナム
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金融
中小企業融資口座開設数／最終借入人数

18万2,000

出所：ADB戦略政策局

水
灌がいサービス、排水、洪水管理による
土地改善面積

200 万ヘクタール

2004～2013年の
10年間における成果

（東南アジア）

二酸化炭素回収の可能性を検討
2013年9月の報告書『東南アジアにおける二酸化炭素回収・貯留の可能性 』（Prospects for Carbon Capture 
and Storage in Southeast Asia）では、候補プロジェクトの財務面の比較分析を紹介しており、融資に関する奨
励制度の詳細を解説し、東南アジアにおける同分野のプロジェクト実施のためのロードマップを示している。主要な
結論の一つとして、二酸化炭素回収・貯留は、化石燃料を継続的に利用しながら経済成長と排出量削減を両立さ
せうる、と述べている。また、同地域における最適な回収源として、天然ガス処理・発電プラントを挙げている。
adb.org/publicationsで閲覧可能。
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　ADBは2013年の東南アジアにおけるインフラ案件のプロジェクトの多くで、環
境の持続可能性の原則を採り入れることができた。カンボジア、ラオス、およびベ
トナムをまたぐメコン河流域圏（GMS）回廊都市開発プロジェクトでは、廃水処理・
固形廃棄物処理施設など、回答都市のカーボン・フットプリント軽減とよりクリーン
で住みやすい都市づくりに資する、新たな環境インフラを提供する。GMS洪水・干
ばつ制御プロジェクトは、メコン河下流域の住民50万人以上を対象とし、国別早
期警戒センターの設置、灌がい・排水路・洪水調節堤防の改善、およびコミュニティ
の防災体制・気候変動適応能力の強化を通じて、洪水・干ばつの影響に対する脆
弱性を軽減することを目的としている。
　フィリピンにおいては3億ドルの融資により、2017年までにガソリン駆動の三輪
自動車10万台を省エネ型電気自動車（三輪電気自動車「Eトライシクル」）と代替し、
二酸化炭素排出量を26万トン削減する。
　カンボジアでは8,600万ドルのグラントを通じて、水資源・農業・農村インフラの
気候耐性向上、および開発計画に気候耐性の要素を採り入れるための組織能力強
化に向けた投資を支援する。ベトナム中央部の保護地域では、地球環境ファシリティ
からの協調融資により、環境管理強化を支援している。ミャンマーではADBの技術
協力の下、新外国投資法に環境影響評価手順と環境品質規格が盛り込まれた。
　ADBはまた、地域全体における環境悪化への対処を支援すべく、制度面・知識
面で大規模な支援を行った。フィリピンにおける天然資源・環境管理を目的とする
1億5,400万ドルのセクター融資では、23の支流域に渡る4河川流域113万ヘク
タールを対象に流域管理を支援している。インドネシアでは珊瑚礁および周辺生態
系の修復・保護・管理プログラムにより、国、州、県単位の珊瑚礁管理計画の策
定が行われた結果、プロジェクト対象海域における生きた珊瑚の被覆面積が年率
平均9.4%拡大した。

天然資源をより
持続可能な形で管理

れを支える協調融資の総額は13億7,000
万ドル、また技術協力の総額は1億5,377
万ドルとなった。融資支援の対象となった
主なセクターは、公共政策（50%）、交通
（15%）、およびエネルギー（10%）だった。
台風30号（国際名：ハイエン、フィリピン名：
ヨランダ）の被害を受けたフィリピンへの緊
急援助は、融資支援全体の27%を占めた。
契約締結額と実行額はそれぞれ21億ド
ル、27億ドルに達した。
　ADBは、知識、民間セクター開発、お
よび地域協力・統合に焦点を当てたタイ
の新国別支援戦略（CPS）（2013～2016
年）を承認した。新CPSは以前のCPSと比
較して、知識ベースのパートナーシップへ
の転換および民間セクター融資の拡大に
重点を置いている。
　カンボジアにおける1,500万ドルの金融
セクタープログラムは、2017年までに信
用へのアクセスを国民の15%以上（2010
年は9%）に提供し、受益者の60%以上が
女性となることを目標としている。
　インドネシアでは、ADBは4億ドルのイ
ンクルーシブな成長プログラムを承認し
た。同プログラムは、輸送・物流コスト削
減を通じた経済活動と越境貿易の促進を
目的としている。また、2億2,400万ドル
のプロジェクトでは、ジャワ島～バリ島間
に220 kmの送電線を建設することで、停
電を削減し、バリ島において想定される電
力需要への対応を支援する。これは
ASEANインフラ基金からの協調融資によ
る初のインフラ案件である。
　ラオスで承認されたプロジェクトは、農
業インフラ開発、給水・衛生管理、民間
セクター開発、およびガバナンスが中心と
なっている。プロジェクトの例としては、
対象となる小都市において2021年までに

ADB GRANTS help improve the climate resilience of agriculture in Southeast Asia.

アジア・太平洋
地域における
環境に調和した
持続可能な
成長の促進
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15万5,000人 の 住 民（2013年 は6万
5,000人）に安全な水へのアクセスを提供
する3,500万ドルのプログラムや、メコン
河流域圏の東西経済回廊における7万
2,000人の農民を対象とした、6,000万ド
ルの農業インフラ改善プロジェクトが挙げ
られる。
　ミャンマーでは、経済・社会改革および
債務削減の支援のため、ADBは5億7,500
万ドルの資金供与を承認した。また、同国
の国際社会復帰後初めてとなるアジア開
発基金による融資プロジェクトも承認した。
同プロジェクトでは、マグウェ、マンダレー、
サガイン、ヤンゴン地方における配電およ
び信頼性と効率性の高い電力供給の改善
を目的として、6,000万ドルが供与される。
　ベトナムでは、ADBによる譲許的融資
の約半分が中部高原における農村部イン
フラおよび保健サービスの改善に集中して
いる。2013年に承認されたメコンデルタ
中部地方における4億1,000万ドルのプロ
ジェクトでは、オーストラリア政府と韓国政
府からの協調融資により、橋梁2基と26 
kmのアクセス道を建設する。完成後には
1日当たり2万台の乗用車と4,000台の貨
物自動車の通行が見込まれる。

融資プログラムに知識計画を採り入れる
　東南アジアにおけるADBの業務におい

戦略の策定にあたっては、2013年におい
ても、セクター評価、戦略、ロードマップ、
およびテーマ別研究が引き続き参考とされ
た。
　同地域の開発途上加盟国は国別知識計
画の価値を認識しており、政府の計画策定
を支援するうえで同計画を利用している。
これまでに、インドネシア、タイ、ベトナム
の3カ国の国別知識計画が作成されてい
る。知識ソリューションに強く依拠したタイ
の国別支援戦略（CPS）は、中所得国にとっ
ての知識優先フレームワークとなっている。

準地域イニシアティブが引き続き地域統合
を支援
　ADBは、2015年までに共同市場の実
現を目指すASEAN経済共同体への支援を
中心に、地域協力・統合を支援する活動
を強化した。ADBは、メコン河流域圏
（GMS）、ブルネイ・インドネシア・マレー
シア・フィリピン東ASEAN成長地域、お
よびインドネシア・マレーシア・タイ成長の
三角地帯などの準地域イニシアティブを通
じた連結および関連ソフトの強化におい
て、東南アジア諸国と緊密に協力してきた。
こうしたイニシアティブのすべてがASEAN
の統合促進を支援している。
　ADBはGMS諸国に対し、2013年12月
の第19回GMS閣僚会議で承認された地
域投資フレームワークの策定支援を行っ
た。同フレームワークでは、第3回目とな
る10年間の準地域プログラムのための投
資・技術協力プロジェクトを特定している。
　2013年に承認されたインドネシアの電
力網強化プロジェクトでは、同国の西カリ
マンタン州とマレーシアのサラワク州を結
ぶ越境送電線の建設を通じて、クリーンか
つグリーンな水力電力を西カリマンタン州
に供給する。これにより、約8,000世帯が
電力網に接続される。
　また、2013年に承認されたGMS関連
プロジェクトでは、低開発または老朽化し
た灌がいインフラと農村道路の再建、取替
え、および改修を通じて、GMS東西経済
回廊の成長加速を支援する。

よりクリーンな都市で、
より良い暮らしを
　2010年、ベトナム中部タムキー
市にグエンズー貯水地 が建設された
ことにより、毎年何千人もの住民を
悩ませていた洪水はなくなった。
ADBとフランス開発庁の支援による
同貯水池の建設は、より大きな洪水
防止・衛生改善プロジェクトの一環
として行われた。
　タムキー市では現時点で、トイレ
とバイオガスタンクを設置するため
の低利融資が334世帯を対象に提供
されたほか、90%の世帯がきれいな
水にアクセスしている。

ADBの国別知識計画は高く評価され
ており、政府の計画策定支援にも頻
繁に利用されている。

て、知識と学習は不可欠な要素となってい
る。融資や融資以外の業務を通じて得られ
た教訓の特定に特に重点を置き、技術協
力と融資プロジェクトに知識・コミュニケー
ション計画を体系的に組み込んだ。国別支
援戦略や各国に応じた知識ソリューション
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農村部住民の所得拡大のための新プロ
ジェクト
　ADBは2013年においても、経済的機
会の拡大と生計の改善の支援を通じて、
引き続きインクルーシブな成長を促進した。
カンボジアでは、「気候耐性のある」コメ
の商品化を目的とした5,500万ドルのプロ
ジェクトを通じて、質の高い種子を入手し
やすくし、農村部の農業水管理を改善し、
2019年までに収穫量を25%増加させるこ
とが期待されている。また、農村部エネル
ギープロジェクトへの追加融資により、
2014年12月までに農村8,000世帯に、
高効率で信頼性の高いエネルギー供給を
拡大する予定である。
　ラオスでは、ADBは農村部のコミュニ
ティのインクルーシブな成長促進に向け
て、教育、教員の技能開発、観光業、お
よび民間セクターへの支援を引き続き行っ
た。正規教育のアウトリーチ・技能強化プ
ログラムは、持続的な観光開発による農
村住民の雇用機会と生計を改善するほか、
正規セクターにおける中小企業の数を2倍
に増加させ、雇用機会をさらに拡大する。
　ミャンマーでは、貧困削減日本基金によ
る1,200万ドルのグラント支援を受けた、
農村部住民所得向上プログラムを通じて、
小規模インフラ改善、および、商品作物
の改良や水産養殖などの有用な技能を地
域コミュニティに教育する、生計向上プロ
ジェクトを支援する。70万人以上の農村
部住民が同プログラムの恩恵を受けると
見込まれる。

「道路のおかげで暮らしが良くな
りました。以前より収入も増えまし
た。商売をさらに大きくしていけ
ればと思います」
―Deouk Yukheng（写真）
ADBの支援によって新しく建設されたカンボジアのプレイ・ベン迂
回道路の路傍で物売りを営む
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「ADBは当社の環境保護事業の開発に着実かつ
長期的な資金支援を提供してくれています。透明
性の高い相互協力と相互信頼に基づき、当社は
快適な生活環境づくりに力を注いでいます」
―水、代替エネルギー事業に投資を行う中国光大国際の最高経営責任者（CEO）　陳小平
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民間セクター開発

民間セクター業務を評価
アジア・太平洋地域における近年の貧困削減の成功は、民間セクターが牽引する堅調な経済成長が主要因となって
いる。2013年7月に発表された『2012年開発効果報告書：民間セクター業務』（Development Effectiveness 
Report 2012: Private Sector Operations）は、ADBの開発アジェンダにおける民間セクター関連業務に対する
4回目の年次評価を行い、成果改善に必要とされる取り組みについて述べている。adb.org/publicationsで閲覧
可能。

　ADBのストラテジー2020は、インクルー
シブかつ環境に調和した持続可能な成長
を支える雇用機会の創出において民間セク
ターが重要な役割を果たすとの認識の下、
民間セクター開発および民間セクター業務
の重要性を強調している。ADBの民間セ
クター開発取り組みの指針である官民連携
（PPP）業務計画（2012～2020年）は、ア
ジア・太平洋地域における大きな開発ニー
ズに対応するうえで、いかにリソースを活
用し、民間セクター投資と民間協調融資を
促進していくべきかを規定している。
　ADBは民間・公共両セクターにおける
業務に対応するため、それぞれの開発途
上加盟国の戦略に応じた包括的なソリュー
ションの提供が可能となっている。ADBの
地域局は民間セクターの参画推進を主導
し、開発途上加盟国における民間投資環
境の全般的な整備の支援強化に努めてい
る。ADBは、民間セクターの参画・投資
を呼び込む良質のプロジェクトを準備・策
定するための助言サービス、資金供与、
および支援を直接実施している。民間部
門業務局は、ADBの自己資金と、それを
はるかに上回る規模の市場調達資金によ
り、商業金融事業者、企業、およびプロジェ
クトを直接支援している。
　ADBの民間セクター開発・資金供与は、
エネルギー（特に再生可能エネルギー）、交
通、水、および情報通信技術といった中
核的インフラセクターを支援している。ま
た、ADBは金融サービスセクターにおいて
も活発な活動を行い、零細・中小企業

（MSME）の金融アクセス拡大に努めてい
る。ADBが支援するその他の重要な民間
セクターには、アグリビジネス、教育、お
よび保健が含まれる。
　政府との協力による業務であるか、自己
資金による投資・融資業務であるかを問わ
ず、ADBは民間セクター関連の支援全般
において、クライアントへの技術的支援を

通じて環境・社会的保護に関わる企業の
社会的責任を推進している。ADBの専門
家は、支援が環境・社会セーフガードの要
件を満たし、クライアントがグッド・ガバナ
ンスの原則を採用するよう支援する。
　また、間接的には、ADBのセーフガー
ド政策の実施を通じて、クライアント企業
の環境活動改善を支援している。

2020年までにADBの年間業務の
50%を民間セクター開発および民間
セクター業務への支援に振り向けるこ
ととしている。
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ビジネス支援と技能向上
　ADBの民間セクター支援は2013年も
拡大し、全プロジェクト承認件数の41%、
またアジア開発基金および通常資本財源
の承認額の35%が民間セクター開発向け
となった。

能力開発
　民間セクター開発に取り組む途上国政
府にとっての課題は、実施・能力上の制約
である。ADBは、公共セクターの職員お
よびADB自身の経営陣と職員の能力・技
能強化に努めている。
　また、ADBは引き続き研修プログラム
を提供し、開発課題へのソリューションを
民間セクターのクライアントと共有してい
る。公共セクターの職員に、PPPの基礎知
識、ならびに企画、予算編成、実施、モ

ニタリング、および評価関連について周知
徹底することを目的とした、開発成果のた
めのPPPという研修プログラムを策定し
た。世界銀行研究所および韓国と協力し、
ADBはソウルにおいて、創造的なソリュー
ションに関する議論と民間セクター参画の
促進を目的とした、官民パートナーシップ
部門責任者フォーラムを開催した。
　2013年10月、ADBは国際金融機関
25機関との間で、民間セクター業務の一
般的な開発成果指標のモニタリングに関す
る覚書を締結した。同覚書を結んだ機関
は、複数のセクターにまたがる32種類の
指標を用いたモニタリングを実施し、開発
成果をより効果的に比較するとともに、各
機関の業務を通じて得られた教訓の共有を
促進することで合意した。

ビジネス環境を改善
　ADBは、事業規制の改善・透明化や租
税・貿易政策の簡素化などの政策・規制
改革支援を通じて、開発途上加盟国にお
ける民間企業のビジネス環境改善への取

り組みを促進している。
　この例としては、モンゴルがADBの支援
により策定した新投資法が挙げられる。
10月に施行された同法では、税制および
それ以外の投資奨励措置が盛り込まれた
ほか、「安定化証明書」の導入により、投
資家は最大18年間にわたり特定の税金の
税率が据え置きとなる。ADBはまた、
2013年1月、モンゴル預金保険機構の創
設のための法律の起草についてモンゴル
政府を支援した。その後、同国議会は銀
行預金保険法を採択し、銀行預金を保護
するための強制保険制度の設立が定めら
れた。
　ミャンマーでは、ADBは同国政府に対し、
PPPに関する国家マネジメント・フレーム
ワークの導入に関する助言を行っている。
また、電力省とともに、発電事業における
競争入札および商業契約の原則の確立に
取り組んでいる。
　タイでは、ADBの支援により2013年4
月、国家事業における民間投資に関する
法律が施行された。同法は、プロジェクト
承認プロセスの簡素化を目的としている。
ベトナムでは、フランスの国際開発機関で
あるフランス開発庁が2013年8月、プロ
ジェクト開発ファシリティに対し1,000万ド
ルの協調融資を実施した。
　太平洋民間セクター開発イニシアティブ
は、ADBの同地域における民間セクター
開発のための中心的ツールとなっている。
同イニシアティブの第1・第2フェーズにお
ける成功を受け、ADB、オーストラリアお
よびニュージーランドは、2013年6月に承
認された第3フェーズにおいて3,050万ド
ルの資金供与を行うことで合意した。同イ
ニシアティブは、金融・金融サービスへの
アクセス、ビジネス関連法の改正、競争
政策、国有企業改革とPPP、および女性
の経済的エンパワーメントの5分野におい
て支援を行っている。

民間参画に向けたプロジェクトの準備と策
定
　開発途上加盟国による民間セクター投
資機会の開発を支援するためにADBが提
供する取引助言サービスは初期の段階で
あり、選定された公共インフラ・プロジェク
トにとって重要な手助けとなりうる。
　ADBは2013年11月、トルクメニスタン
～アフガニスタン～パキスタン～インドを

2013年、ADBのプロジェクトの
41%が民間セクター開発支援に
充てられた。
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中国で上水道を改善
　中国北東部において、ある大規模プロジェクトが成功を収めている。それが、
官民連携を通じた都市上水道・廃水処理プラントの建設プロジェクトである。
ADBの支援による同プロジェクトは、中国第3の河川流域であり低開発地域であ
る松花江流域をはじめとして、同国の経済成長と環境改善の大幅な促進に寄与
しており、こうした分野のプログラムにおける民間資本の効果的活用の好例となっ
ている。
　この融資ファシリティの第1フェーズは2010年に承認された。支援の対象は、
黒竜江省の先駆的な民間セクター事業者である龍江環保集団による、同流域に
おける廃水処理プラントと上水道施設の建設、取得、改修・拡張、および運営
である。同支援の総額は1億2,600万ドルを上回った。資金供与を受けて建設さ
れた新規廃水処理プラントの累積処理能力は、2012年時点で1日当たり130万
トン（tpd）を超える。
　2013年に承認された第2フェーズには、龍江環保集団への融資9,880万ドル
が含まれている。第1フェーズが処理能力拡大に重点を置いていたのに対し、第
2フェーズでは汚泥処理・処分サブプロジェクト（合計処理能力（試算値）1,300 
tpd）への資金供与と既存の廃水処理プラント施設（合計処理能力（試算値）20万 
tpd）の改修を通じて、より厳格な環境基準への適合を図る。同プロジェクトは、
松花江流域における汚染低減および深刻な水不足への対応を支援していく。

経由する計画延長1,800kmの天然ガスパ
イプライン（TAPI）の計4カ国における建
設、保有、および運営を担当する企業連
合の主導企業の特定を国有企業より託さ
れた。ADBの支援内容には、パイプライ
ン会社の設立、プロジェクトの実現可能性
に関する精査の実施、ならびに企業連合
の主導企業の入札および選定が含まれる。
　バングラデシュでは、ADBは同国政府
との間で、将来的なプロジェクトに関する
取引助言サービス提供についての覚書を
締結した。

アジア・太平洋
地域における
環境に調和した
持続可能な
成長の促進
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アルメニアにおける
民間航空の強化
　ズヴァルトノッツ空港の拡張プロ
ジェクト第2フェーズを対象とした、
アルメニアの国際空港に対する
4,000万ドルの融資は、ADBとして
は初めての対アルメニア民間航空支
援である。内陸国であるアルメニア
は、航空輸送による連結性に大きく
依存している。同プロジェクトによ
り、月間平均で旅客数・旅客機の
離着陸数は12%増、貨物輸送量（ト
ン）は9%増となった。

　太平洋諸島では、ADBは様々な段階で
進行中の民間セクタープロジェクト4件に
支援を行った。パプアニューギニアのポー
トモレスビー空港とラエ空港の拡張プロ
ジェクト、および東ティモールのディリ上水
道プロジェクトは、ともにプレ・フィージビ
リティ調査の段階にある。パプアニューギ
ニアでは、政府がADBとともにラエ新港の
運営・拡大のためのインフラ金融手段の組
成に取り組んでいる。

ターゲット・セクターへの金融支援実施
　民間市場で展開する国営企業、および
民営企業を対象とするノンソブリン業務
は、ADBのストラテジー2020および「ファ
イナンス＋＋」によるアプローチの中核と
なっている。「ファイナンス＋＋」の下、
ADBは民間セクターのクライアントに対し
て、直接的に資金を提供するだけでなく、
資金面のレバレッジで支援し、業務の水準
を引き上げ、新技術その他のイノベーション
（ファイナンス＋レバレッジ＋知識）の導入を
行っている。
　ADBのノンソブリン業務における戦略的
目標は、リーダーシップ、ベストプラクティ
ス、および革新的な資金供与を通じ、開
発途上加盟国において、対象とする産業
セクターへの資本流入を拡大することであ
る。2013年、ADBが承認した22件の新
規プロジェクトは計12カ国におよび、直接
投資支援が16億ドル、協調融資が29億
3,000万ドルだった。

新たなセクターとイニシアティブ
　ADBは2013年、変化を生み出すため
の新たな試みとして、民間セクター業務に
おける新たな市場への参入、および対象
セクターへの資金支援における新手法の
導入を実施した。同年、ADBは初めて民
間配電会社を対象とした支援を承認し、カ
ザフスタンのアクモラ州の配電会社に
4,000万ドル、またインドのデリーの配電
会社に8,000万ドルを融資した。両社とも
に、送電ロスの低減と電力アクセス改善を
目指している。
　ADBは、保健セクターのファンドに対す
る初の支援として、オービメッド・ヘルスケ
ア・ファンド（OrbiMed Health Care 
Fund）に6,000万ドルを出資した。同ファ
ンドは、診断や薬剤開発から入院治療まで、
エンドツーエンドのヘルスケア・ソリューショ

　ADBはカンボジアで、プロジェクトに対
して2015年に3,000万ドルの融資を提供
することを視野に入れ、インフラ事業への
民間参画環境を整備するための技術協力
プロジェクトを承認した。インドネシアでは、
2013年5月にオーストラリア政府が2,000
万ドルを供与した持続可能なインフラの支
援プログラムを承認した。
　オーストラリアとカナダは、フィリピンに
おけるPPP強化を目的とした技術協力プロ
ジェクトに協調融資を行い、総額5,050万
ドルを供与した。同案件は、民間投資環
境の改善、および持続可能なプロジェクト
の策定とモニタリング・ファシリティの管理
の改善を目的としている。同ファシリティは、
27件のプロジェクトの作成および取引を支
援している。

ンに投資を行っている。
　ADBは中国において、最大5社の金融
リース会社に対する最大2億7,500万ドル
の融資を承認し、クリーンな交通への支援
を実施した。この資金供与を通じて、代替
燃料を利用する、またはエネルぎー効率の
高い「クリーンな」バスのリース事業を促
進する。
　また、ADBは急速に成長するアグリビジ
ネス分野の民間セクター活動への支援も大
幅に拡大し、3件のプロジェクトを承認し
た。

資本市場・金融サービス
　零細・中小企業の金融アクセス改善は、
引き続きADBの金融セクター業務におけ
る主要課題となっている。2013年の同セ
クターにおける支援には、グルジアのTBC
銀行への5,000万ドルの融資、スリランカ
のネイションズトラスト銀行への1,500万ド
ルの融資、モンゴルのハス銀行への3,000
万ドルの融資、そして、同国におけるリー
スセクターの形成支援のためのハス・リー
シングへの間接融資を目的とした、テンゲ
ル・ファイナンシャル・グループへの1,000
万ドルの融資が含まれる。
　ADBは零細・中小企業を対象とした農
村金融サービスの裾野拡大を支援すべく、
アゼルバイジャンのアクセスバンクに対し
て、首都バクー外への業務・支店拡大を
目的とした5,000万ドルの融資を行った。
同様に、零細・中小企業を対象とするカン
ボジアのアクレダ銀行に対しては、主に農
村部での活用を想定した、7,500万ドルの
融資を実施した。
　また、ADBはパキスタン農村部の酪農
家の金融アクセス拡大のため、3,500万ド
ルの革新的な部分信用保証ファシリティを
承認した。ADBのマイクロファイナンス・
リスク・パーティシペーション保証プログラ
ムの下、マイクロファイナンス機関（MFI）
13機関（バングラデシュ2機関、インドネシ
ア1機関、フィリピン1機関、インド9機関）
を新たに承認し、インドにおいて5件（計
600万ドル）の保証をした。ADBはパート
ナー金融機関によるリスク・パーティシペー
ション1,500万ドルをインドのMFI 3機関
の提供した。2013年、ADBはインドにお
ける上記のプログラムを通じて30万件の
新規融資を提供することができた。このほ
とんどは1日3ドル未満で暮らす女性が対
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中南米に学ぶ
ADBは米州開発銀行（IDB）と共同で報告書『インクルーシブ・ビジネス開拓のための協働：中南米・カリブ地域と
アジア・太平洋地域の経験共有：回顧的考察 』（Working Together in Pursuit of Inclusive Business: 
Sharing the Latin American Ａｎｄ Caribbean Experience with Asia and the Pacific: A Retrospective）
を作成した。2013年11月、両行総裁によって東京で発表された同報告書は、インクルーシブ・ビジネス開拓の機
会をとりまとめ、ADBが中南米から学べる手法を示唆している。adb.org/publicationsで閲覧可能。

Working Together in Pursuit of  
Inclusive Business: Sharing the Latin American 
and Caribbean Experience with Asia  
and the Pacific  

A Retrospective

November 2013

象となった。
　ADBの貿易金融プログラム（TFP）は、
銀行を通じて保証と融資を提供することで
市場ギャップを補完し、貿易を促進するプ
ログラムであり、2013年は40億ドルの実
績となった。うち23億ドルは商業銀行、保
険会社、その他のパートナーとの協調融資
であり、18億ドルはADBの自己資金から
供与された。
　2013年にTFPの支援対象となった取引
の総数は2,120件で、うち352件は開発
途上加盟国間の貿易取引だった。また、
支援を受けた中小企業の数は2012年の
1,577社から2013年には1,806社に増加
した。TFPの支援対象国はミャンマーが加
わって18カ国となり、特に件数が多かった
のはバングラデシュ、パキスタン、スリラ
ンカ、ウズベキスタンおよびベトナムであっ
た。2013年にTFPの支援対象となった取
引の97%以上が、ADBの譲許的融資適
格国での取引であった。

インフラ
　ADBは民間企業との強力な連携を通じ
て、エネルギー、水・廃水、およびアグリ
ビジネスの各セクターにおけるインフラ開
発を引き続き支援し、再生可能エネルギー
への強力な支援を継続した。タイでは、ソ
ラルコ社によるナコンパトム県とスパンブ
リー県における57メガワット（MW）の太陽
光発電プラント建設プロジェクトに対し、
8,700万ドルの融資を承認した。インドで
はコーポレート・ファイナンス手法を用いて、
NSLリニューアブル・パワーに3,000万ド
ル、またウェルスパン・リニューアブルズ・
エナジーに5,000万ドルを出資した。NSL
は2016年までに75 MWの風力発電設備
と100 MWの水力発電設備の導入を、ま
たウェルスパンは2015年までに計300 
MWの太陽光および風力発電設備の導入
を目指している。
　インドでは、屋根型太陽光発電システム

に携帯電話を利用した従量料金制の革新
的なメーターシステムを提供するシンパ・
ネットワークスに対し、成長資本として
200万ドルの出資を行った。同プロジェク
トは、電力網の未整備地域におけるクリー
ン電力へのアクセスを拡大し、インクルー
シブな成長に貢献するものである。この技
術は、太陽光マイクログリッド開発事業者
向けの柔軟なプリペイド方式のメーター計

援として、ADBはアエトラ・アイル・ジャカ
ルタによるジャカルタ東部における上水道
事業に対し、4,500万ドルの融資を承認し
た。同プロジェクトは、2012年に完了し
たジャカルタ西部における上水道プロジェ
クトを補完するものである。
　ADBは中国水務集団と上海銀龍投資会
社による都市・農村地域における配水施
設の建設・補修・改修プロジェクトに対し、

測・顧客・収入管理ソリューションとして
提供される。
　インドネシアでは、ADBはサルーラ特区
における地熱発電設備3基（総出力約320 
MW）の建設・運営・保守プロジェクトに
対する2億5,000万ドルの融資を承認した。
これらの設備は蒸気によって発電し、信頼
性の高い再生可能エネルギー源となる。
　ADBは石炭・石油によるエネルギーの
代替となるエネルギーを提供すべく、イン
ドにおいてペトロネットLNGの既存のダヘ
ジ液化天然ガスターミナル拡張プロジェク
トに1億5,000万ドルの融資を承認し、引
き続き低環境負荷燃料である天然ガスの
利用を強く推進した。また、アルメニアの
インターナショナル・エネルギー・コーポレー
ションによるセヴァン・ラズダン水力発電
所の改修プロジェクトを支援するため、
2,500万ドルの融資を提供した。
　インドネシアの水セクターへの継続的支

2億ドルの融資を提供した。また、北控水
務集団への2億4,000万ドルの融資を承認
し、廃水再利用技術への資金供与を行う。
　ADBの民間セクター業務では、2012
年に初めてアグリビジネスへの支援を開始
し、2013年には同分野の支援対象プロ
ジェクトが2件増えた。カザフスタンでは、
ADBはRGブランズ・カザフスタンに4,000
万ドルの融資を提供し、コスタナイおよび
Aksengir地方における超高温殺菌牛乳・
ジュース生産施設の貯蔵設備・輸送の改
善プロジェクトを支援した。インドでは、チャ
ンピオン・アグロへの1,800万ドルの融資
を通じて、冷蔵設備の開発による園芸商
品の保存期間長期化を支援する。

12カ国において計22プロジェクト、
総額16億ドルが承認された。

注目データ
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「ADBは、域内の国々が中所得国へと移行
するのにあわせて、各国が抱える課題に効果
的に対応できるよう進化していかなければな
りません。」
―ADB総裁　中尾 武彦
米国バージニア州で開催された2013年新興国市場フォーラム世界会議での発言
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効果的な組織の実現

政策と戦略
　2013年、ADBは引き続き政策、手続き、
組織構造の見直しや改訂を実施し、開発
途上加盟国のクライアントへのサービス改
善を図るとともに、資源の効率的な活用と
成果達成を心掛けた。

ストラテジー2020の中間見直し
　2013年、ADBは長期戦略枠組みであ
るストラテジー2020の中間見直しを開始
した。同見直しでは、得られた教訓、主な
成果、改善すべき分野、および新たな開
発課題を分析するとともに、ADBと開発途
上加盟国の関係の深化と調整のための将
来的な戦略的方向性を検討している。
　この中間見直しは、各局長で構成され
る運営委員会によって進められている。見
直し草案については、ADBのウェブサイト
に掲載し意見を募るとともに、理事会、経
営陣、および加盟国31カ国の代表者を含
む主要ステークホルダーによる議論が行わ
れた。また、専用ウェブサイトを介して、
オンラインでも提案が寄せられた。同見直
し作業は2014年中に完了する予定であ
る。

セクター・テーマ別業務計画への統一的ア
プローチ
　業務計画は、ADBの業務がストラテジー
2020に沿って実施されるよう支援するも
のである。ADBは2013年、計画策定に
おいて結果重視型アプローチが採用される
よう、新たな業務プロセスを導入した。ま
た、環境、脆弱・紛争影響下の状態、ジェ
ンダーの平等・女性のエンパワーメント、
都市開発、および社会保護に関する新業
務計画も承認した。

ADBの成果フレームワークの見直し
　2013年、ADBの組織的な成果フレー
ムワークの見直しが行われた。同フレーム
ワークでは、ターゲットに即した指標を用
いて、ストラテジー2020の目標達成に向
けた進捗状況の評価を実施する。また、
年次開発効果見直し（DEfR）では、組織パ
フォーマンスについての報告が行われる。
新たな指標を用いて、インクルーシブな経
済成長、ジェンダーの平等、気候変動、
官民パートナーシップ（PPP）、プロジェクト
実施・成果・持続可能性といった重点分
野における進捗状況を評価する。

ガバナンスの管理と汚職防止
　ADBのガバナンスと汚職防止の取り組
みの指針となる戦略的行動枠組みは、ガ
バナンス・汚職防止政策と第2次ガバナン
ス・汚職防止行動計画（GACAP II）である。
2013年、ADBはGACAP IIの実施状況に
ついて見直しを行った。ADBは2006年以
来、開発途上加盟国34カ国における業務
のガバナンス・リスク評価およびリスク管
理計画の実施において、大きく前進した。
同見直しを通じて、業務におけるガバナン
スの主流化をさらに強化し続けるべきとの
教訓が強調された。これには、国別支援
戦略（CPS）、セクター別ロードマップ、お
よび業務計画にガバナンス活動を織り込む
ことが含まれる。
　ADBはまた、対応の敏速さ、および効
率性を向上するため、調達ガバナンスの見
直しを行った。職員がリスクに基づいた調
達アプローチを行うよう研修が導入され
た。コスト試算および調達計画に関する改
善措置も講じられた。また、低リスクのプ
ロジェクトについては調達レビューのプロセ
スを簡素化した。さらに、調達業務の実態
に関する定期的評価を開始し、苦情対応

システムへの取り組みに着手した。職員を
対象とした調達認証技能スキーム、および
開発途上加盟国のクライアントへの研修も
拡大された。
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ADBの成果達成を確保するために

結果重視型プログラム融資の試験的導入
　2013年に、政府が実施するセクタープ
ログラムを対象として、結果重視型融資が
試験的に導入された。これは、融資の実
行をプログラムの結果達成と連動させるも
のである。政府が実施するセクタープログ
ラムの評価が、結果重視型融資プログラ
ムを立案する際の指針となる。同年、
ADBは初の結果重視型融資プログラムと
なるスリランカの教育セクター支援を承認
した。

開発成果マネジメント
　DEfRに示されるプロジェクト成功目標の
80%を達成すべく、ADBは2013年、イン
フラ案件のプロジェクト準備状況のモニタ

効果的な開発協力のためのグローバル
パートナーシップの進展（援助効果アジェ
ンダ）
　ADBは効果的な開発協力に向けて継続
的な努力を続けている。援助効果に関す
る第4回ハイレベル・フォーラムで採択され
た中核的原則（ 山原則）を、ADBの政策・
戦略において制度化、主流化し、業務に
おいて優良事例を強化した。 山原則は、
開発優先事項における開発途上国の主体
性、成果重視、包摂的な開発パートナーシッ
プ、および透明性とアカウンタビリティの
推進をうたっている。効果的な開発協力の
ためのグローバルパートナーシップと緊密
に連携した取り組みとして、ADBと開発途
上加盟国の多くは2013年にグローバル・
モニタリングに参加し、グローバル指標を
用いて 山でのコミットメントの進捗状況
を測った。ADBはまた、他の多国間開発
銀行との協働の下、2014年4月にメキシ
コで開催される、グローバルパートナーシッ
プ第1回閣僚会合の準備を支援している。

アカウンタビリティとコンプライアンス
　コンプライアンス・レビュー・パネル（CRP）
は、ADBの業務政策・手続き違反に関す
る申し立てを調査する。CRPはインドネシ
アのチタラム川総合水資源管理投資プロ
グラム第1プロジェクトに関する報告書を
理事会に提出し、カンボジアの鉄道再建
プロジェクトに関する報告書草案の作成を
完了した。理事会はチタラム川の案件に関
するCRPの提言を承認し、同融資の下で
の今後のトランシェにおいてはADBのセー
フガードが順守されるよう図った。CRPは
インドのムンドラ超大型発電プロジェクト 
に関する苦情の適格性に関する報告書を
理事会に提出した。また、フィリピンのビ
サヤス・ベースロード発電プロジェクトに関
する第1回モニタリング報告書も提出した。
　2013年は、ADBのアカウンタビリティ・
メカニズムが10年目を迎え、また、新たな
アカウンタビリティ・メカニズム政策が開始
して1年目を迎える年であった。2013年
の活動の主な重点は、ステークホルダーへ
のアウトリーチに置かれた。これは、苦情
の伝達・転送、より包摂的な案件調査、
およびステークホルダーとの協議の下での
是正措置の実施を通じて行われた。
　特別案件促進部（OSPF）はADBのアカ
ウンタビリティ・メカニズムの問題解決機

リング措置を強化した。また、プロジェク
ト準備の支援形態の見直しも行った。
　ADBは、職員67名に開発成果マネジメ
ント（MfDR）に関する研修を3回実施したほ
か、アルメニアの政府職員8名とADB職員
5名、およびカンボジアのADB職員17名
を対象とした2度の国内研修を実施した。
これにより、2013年に承認された4カ国を
含む9カ国のCPSの成果フレームワークの
作成を支援した。
　開発途上加盟国における成果達成を重
視する取り組みの一環として、ADBが支
援する開発成果マネジメントに関するアジ
ア・太平洋実務コミュニティは、メキシコに
おける地域間フォーラムを通じて、分権化
のマネジメント方法についての新たなアプ
ローチを導入した。同様に、2回の地域イ
ベントを通じ、PPPに関する新たなアプロー
チが導入された。ADBはまた、カンボジア、
キルギス、およびフィリピンにおけるMfDR
関連の研修やフォーラムを支援した。

ステークホルダーの93%は、ADBが
貧困層の生活にプラスの影響を与え
ていると考えている。

注目データ
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能を担っている。ADBが支援するプロジェ
クトにより不利な影響を受けたと考える
人々は、この機能を利用することができる。
2013年、OSPFはカンボジアの鉄道プロ
ジェクト関連の小規模インフラ工事に関す
る調査を完了した。調査を通じて5件の苦
情は不適格とされたものの、各苦情に対す
る解決の仲裁が行われた。

透明性と情報公開
　ADBは引き続き、職員の政策順守のさ
らなる徹底を通じて、情報公開政策を実施
した。情報公開グループを設置し、情報
技術（IT）インフラと業務プロセスに関する
情報公開問題について助言を提供した。ま
た、新たな情報公開モニタリング制度を実
施し、政策情報公開要件の一貫した順守
を図った。情報公開諮問委員会は、同政
策の下で初の公共の利益に関わる申し立
てを処理した。2013年9月、ADBは国際
金融機関間の情報公開・ステークホルダー
参画に関する作業部会の年次総会を開催
した。

2012年ADB意識調査の結果
　外部ステークホルダーを対象とする第3
回ADB意識調査の結果が2013年8月に
公開された。これによると、加盟国のステー
クホルダーの大部分（93%）は引き続き、
ADBが貧困層の生活にプラスの影響を与
えていると考えている。また、回答者の圧
倒的多数はADBについて、信任が厚く、
適格性・信頼性・透明性の高い開発パー
トナーであると考えており、開発関連のす
ぐれた知識源であるとみなしている。
　回答者が指摘したADBの弱点としては、
官僚的で意思決定が遅い点が挙げられる。
教育、ジェンダーの平等の促進、および
民間セクター開発のための資源動員に関
する取り組みについては、ストラテジー
2020のその他の重点分野と比較して、低
い評価を受けた。回答者はADBに対し、
さらなるイノベーションを期待している。

効果的な実施の推進
　2013年、ADBはポートフォリオ管理、
調達、および財務管理を単一の部局に統
合することにより、信託管理と支援機能を
強化した。これにより、ポートフォリオ管理
支援の強化、職員への権限委譲の拡大、
およびデュー・ディリジェンスと能力開発の

　ADBはプロジェクト責任者と実施機関の間の調整を改善し、職員の技能構成を
向上さることにより、プロジェクト監理オフィスを強化した。現地事務所では複雑な
マルチセクター・プロジェクトの実施と調達問題の解決のために専門家を採用し、
優秀な人材を引き止めておくための措置を導入した。
　ADBは本部と現地事務所間でプロジェクト監理職員と調達専門家からなる調達
ネットワークを始動し、より効果的な知識共有の促進と調達問題への対応支援を図っ
ている。
　それに加え、ADBはプロジェクト実施における問題解決および中期的課題への対
応のための積極的措置を導入した。実施にあたっての課題を解決し、ソリューション
を構築するため、政府やステークホルダーとの特別な各国ポートフォリオ・レビュー
や会合に積極的に参加した。継続して成果が出ていないプロジェクトは終了、中止、
または再構築し、新たな計画プロジェクトは準備状況フィルターでふるいにかけた。
さらに、開発途上加盟国がプロジェクト承認前に詳細な設計を行えるよう、プロジェ
クト設計ファシリティ の利用を奨励した。
　こうした措置を総合的に講じることにより、契約締結と実行が迅速化、効率化され、
プロジェクト実施遅延が減少すると期待される。

プロジェクトの監理

2013年に新たに導入された措置により、契約締結と実行が迅速化、効率化され、プロジェクト実
施遅延が減少すると期待される。

改善が可能となった。
　契約締結および実行を迅速化するため、
ADBは調達ガバナンス見直し報告書の提
言を実施した。この作業には、リスクに基
づいた調達アプローチの開発（国際競争入
札における新たな基準値の開発など）、お
よび調達委員会のプロセス簡素化が含ま
れる。一層の効率性向上のため、ADBは
地域局の調達専門家を増員し、調達計画
の作成および調達パッケージのモニタリン

グ・評価のための自動化システムを導入、
さらに実行・引き出しを簡素化するべくプ
ロジェクト監理指示書の見直しを実施した。
　調達認証技能スキーム（PASS）ワーク
ショップ開催を通じて、職員32名がコンサ
ルタント採用について、また35名が調達に
ついての認証を受けたことにより、ADBに
よる調達文書の評価がより迅速化された。
また、コンサルタント採用および調達の最
終認証試験に、それぞれ160名、164名
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の職員が合格した。
　開発途上加盟国のクライアント側の調達
遅延に対応すべく、円滑なプロジェクト設
計・実施に関する実施・執行機関フォーラ
ムの第1回能力開発プログラムを通じて、
ADBが資金供与するプロジェクトの代表者
62名を対象に、ADBのプロジェクト・サイ
クルについての研修を実施した。同研修で
は、プロジェクトの設計、実施、モニタリ
ング、および完了段階においてよく生じる
主要な問題について検討を行った。

職員の能力強化

学習と開発
　ADBの職員の能力開発の枠組み、政策、
およびプログラムは、ストラテジー2020と
ピープルストラテジーに依拠している。開
発途上加盟国のクライアントに対する職員
のサービス提供能力を向上すべく、ADB
は177の研修プログラムを計2,922名の
職員を対象に実施した。こうしたプログラ
ムでは、プロジェクト・サイクル（プロジェク
トの設計・監理、プロジェクトの財務監理・
分析、プロジェクトのコスト試算、プロジェ
クトへの資金供与保証を用いた調達、ミッ
ションのリーダーシップ、官民連携）に重点
が置かれた。また、新任または将来の管
理者、ミッションリーダーおよび／またはメ
ンバーを支援するため、計278名を対象に
10の研修コースを実施した。そのほか、
職員のため、eラーニングコースの回数を
増やし、現地事務所でも研修を実施した。
　実務コミュニティ（CoP）は、ADBのセク
ター別およびテーマ別研修プログラムを引
き続き後押しした。2013年、CoPは前年
比60%増の56プログラム（参加者131名）
を実施した。この増加は、セクター別およ
びテーマ別研修プログラムへの需要の増
加、適切な財政・業務支援を前提とした
CoPの研修プログラム実施能力、そして
CoPとセンター・オブ・エクセレンス（中核
的研究拠点）その他の知識パートナーとの
協働がもたらす有用性を反映している。

セーフガード
　ADBは、開発途上加盟国における非自
発的移住と環境アセスメントの法的枠組み
改善、セーフガードに関する国内法規を実
施する上での組織能力の強化、および各
国セーフガード制度における知識管理と南

　独立評価局は、ADBの政策、戦略、および業務が開発効果の基準を満たしてい
るかどうかを評価する部局である。同局は業務の妥当性と即応性の向上のため、
変革を進めてきた。2013年には同局の業務マニュアルを改訂し、よりハイレベルで
の評価（組織全体、テーマ、国、セクター）、新たな課題、およびADB職員と開発
途上加盟国の政府機関職員の間における知識共有・評価能力の向上に注力するよ
うになった。
　理事会は2013年6月に2013年の年次評価見直しについて議論を行った。同見
直しでは、ADBの業務成果、およびインフラ業務における持続可能性の問題により
留意する必要性が検討されている。
　2013年に作成されたADBのミレニアム開発目標（MDG）支援に関するテーマ評
価調査書では、2002～2011年の間に、ADBは320億ドルのソブリン資金供与（全
体の37%）をMDGへの直接支援に充てたと述べられている。うち、所得の貧困削
減と環境の持続可能性の促進を目的とするプログラムが最も多い割合を占めた一
方、人間開発への支援は少なかった。同評価調査書では、ADBは保健・教育分野
の支援を拡大し、最も開発の遅れた開発途上加盟国に対する直接的なMDG支援を
提供するべきとの提言が示された。
　また、インクルーシブかつ環境に調和した持続可能な成長における民間セクター
業務（PSO）の寄与度を評価した調査書では、ADBは、インクルーシブ・ビジネスモ
デルを推進する民間事業者との直接連携、社会インフラへの民間投資の阻害要因
の解消、貧困国や恵まれない地域でのPSO拡大を通じて、PSOのインクルーシブな
取り組みをさらに拡大させるべきとの提言がなされた。
　独立評価局はまた、ADBの業務成果と分権化の進捗を見直し、業務の効率性を
改善するための方法を検討した。同局はADBに、クライアントとの近さや現地に関
する知識という現地事務所の強みを活用し、それらの事務所に対してより多くのオ
ペレーション業務を割り振るべきと提言している。

開発効果に関する独立評価

独立評価局 は、ADBの成果を見直し、業務の効率性を改善するための方法を検討した。
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　ADBは安全な職場環境づくりを推進するとともに、カーボン・フットプリントの
削減を積極的に進めている。2013年12月時点の電力使用量の削減率は、前
年比で目標の1%減に対し3.3%減となったほか、紙の消費量削減率も目標の
2%減に対し7.9%減、ごみの削減率も目標の2%減に対し15.2%減となった。ま
た、2013年より、すべての現地事務所において資源節約プログラムが導入さ
れた。
　ADBは、物資の調達・リサイクル・処分について、グリーン調達イニシアティ
ブを進めている。本部ビルでは、エネルギー需要の100%を再生可能エネルギー
源（地熱および太陽光）でまかない、また、ビル内で提供される食事の基本的な
食材の55%を現地市場から調達している。2013年よりEserve という物品購入・
管理システムを段階的に導入しており、これにより、用紙や発注書における紙の
消費量削減が見込まれる。ADBのマニラ本部の拡張工事では、省エネ・節水技
術、リサイクル建材、内包炭素の少ないファサードが使われており、2014年に
は建物一体型太陽光発電を開始する。

電力使用とごみの削減

南協力の促進を対象としたプロジェクトに
ついて、引き続き支援を行った。ADBは
106件のプロジェクトについて、環境、非
自発的移住、および先住民族に関わる潜
在的影響を調べるスクリーニングと見直し
を実施した。うち77件（全体の73%）は環
境、58件（55%）は非自発的移住、20件
（19%）は先住民族に関連して潜在的影響
があるとみなされた。
　ADBは地球環境ファシリティ（GEF）の
10の実施・執行機関の1つであり、環境・
社会セーフガードの最低要件のすべてを満
たしていると評価された唯一の機関であ
る。ADBは合同セーフガード実務担当者 
を対象に、セーフガードに関する基礎研修
コース3回、環境管理上級研修コース1回
を実施した。これらの研修には、執行機関
や開発パートナー機関から計96名が参加
した。

リソースの有効活用

人材管理
　2010年から2012年にかけて、ADBは
3カ年の人員計画を実施し、500名を増員
した（2009年比20%増）。同計画の実施
により、ストラテジー2020で示された中
核的業務分野における内部技能が2009
年比で約48%（人員数ベース）強化された。
増員は主に業務部門と現地事務所を中心
に実施され、職員のプロジェクト監理能力
およびポートフォリオ管理能力の強化が目
的とされた。人事部局は再編し、管理職
に人材関連の戦略的かつ価値の高い助言
や所定のサービスの効率的提供を行うこと
で、人事管理におけるアカウンタビリティ
とガバナンスのメカニズムを改善した。
　ステークホルダーのニーズに沿った技能
を持つ優秀な職員を十分に確保するため、
ADBは2013年、様々なタレントマネジメ
ントの取り組みを実施した。こうした取り
組みには、既存の成果管理プロセスの強
化策や、上級職における再任可能な有期
契約の導入が含まれる。また、ジェンダー
行動計画の成功を基に、ADBは多様性・
インクルージョン・フレームワーク を実施し
た。同フレームワークの下で、ジェンダー
の多様性とインクルーシブネスは引き続き
優先事項とされる。

管理費
　組織改革と継続的な効率改善・コスト削
減措置により、ADBが必要とするリソース
は大きく安定化した。2013年の内部管理
費（実績）は、計5億6,133万ドルとなった。
これには独立評価局の管理費、また職員
退職金制度への積立金3,531万ドルが含
まれる。予算の5億7,660万ドルに対する
利用率は97.4%となった。支出が予算を
下回ったのは、主に、給与費、出張費、
スタッフ・コンサルタント関連費および減
価償却費が予想を下回ったことと、通貨安
の影響による。
　2014年の内部管理費予算は5億9,839
万ドルである。2014年予算が前年比で
2,258万ドル（3.9%）増額となった原因は、
ひとえに物価の上昇に帰される。2014年
予算には、850万ドルの年間資本予算も
計上されている。これは定期的な設備投
資に充当される。

現地におけるプレゼンスの強化
　2013年、ADBは引き続き現地における
プレゼンスを強化し、ブータンとミャンマー
に駐在員事務所（現地事務所）を開設した。
東ティモール特別事務所は、駐在員事務
所に名称変更された。同事務所には新しく
12名の人員が割り当てられ、請負業者が
担当していた中核的機能を引き継ぐ。駐

在員事務所の数は2012年の28カ所から
29カ所に増加し、定員の数は2012年の
680名（ADB職員の22.3%）から694名
（ADB職員の22.7%）に増加した。

リスク管理の強化
　ADBのリスク管理の枠組みは、リスクを
意識する組織文化を育て、各部局や事務
所による様々なリスクのモニタリング・軽
減・管理を可能にする業務プロセスを実施
することを目的としている。
　民間セクター開発向け投融資を拡大す
る一方で、ADBは民間セクター融資に伴
う信用リスクを管理する能力を強化してい
る。2013年には、新たな信用リスク管理
テクノロジー・プラットフォームを通じた民
間セクター案件の与信プロセス改善に相
当の資源を投入した。また、開発途上加
盟国の金融機関に対し、リスク管理能力を
強化するための支援を引き続き行った。そ
の一例として、カザフスタンにおける技術
協力ワークショップでは、中小企業向け金
融機関のリスク管理能力の強化が図られ
た。3大格付け機関のすべてが、ADBの
信用格付けを引き続きトリプルAとしてい
る。

監査
　監査部は2013年に24件の監査報告書
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を作成した。その対象は、ソブリン業務、
ノンソブリン業務、リスク管理と資金調達・
運用、財務・総務活動、および情報シス
テム・テクノロジー業務活動であった。同
部はリスク軽減を目的として、監査勧告の
実施状況をモニタリングし、各部局の正し
い業務遂行を確認した。
　また、現地事務所7カ所の財務・総務活
動について見直しを行い、リスク管理強化
に関する助言を行った。拠出国や協調融
資国の監査要件を満たすための助言を行
い、いくつかの内部プロセスについての助
言提供4件を完了した。

デュー・ディリジェンス手続きを強化した。
ADB職員、および実施機関や最高会計検
査機関を含むステークホルダーを対象に、
公正性に特化した研修イベントを49回実施
した。また、他の多国間開発銀行や協調
融資パートナーとの協力の下、国境を越え
た汚職防止の取り組みを強化した。

情報通信技術
　ADBは、ポートフォリオ下の開発案件に
おいて、最新の革新的なITソリューション
の導入、および情報通信技術（ICT）の設
計・実施を継続的に行っている。IT投資の
強化においては、効果的なITの制御、セキュ
リティー、品質、リスク管理、ガバナンス、
およびコンプライアンスの確立が最優先課
題となっている。
　ADBは2013年、情報システムの更新
およびADBの業務における本部・現地事
務所間の連携強化を目的とした第2次ICT
戦略（2004～2014年）を引き続き実施し
た。
　2013年初めに承認された第3次ICT戦略
（2013～2018年）は、統合通信、モビリ
ティー、および業務プロセスのIT化を目的
としている。同戦略は、知識管理行動計画
（2013～2015年）に沿って、ADBのIT環
境の変革と職員への情報伝達経路の改善
を図る。同戦略により、単一の音声・映像・
文字通信、および分析・意思決定のため
の総合データシステムが実現し、またITシ
ステムのパフォーマンスの一層の改善が見
込まれる。さらに、開発途上加盟国や他
の外部ステークホルダーとの協力も可能と
なるだろう。

DELEGATES AT ADB’S 46TH ANNUAL MEETING, held in Delhi in May 2013.

デリーでの年次総会、人々のエンパワーメントについて検討
インドのマンモハン・シン首相は、2013年5月2日から5日にかけて開催されたADBの第46回総務会
年次総会で5,000人近くの出席者にスピーチをした来賓の一人だった。同総会のテーマは「エンパワー
メントを通じた開発 」（Development through Empowerment）であった。出席者には、財務大臣、
銀行や企業の幹部、市民団体、報道関係者などが名を連ねた。シン首相は、「ADBのような多国間
機関は、開発途上国の開発ポテンシャルへの到達を支援するため、より多くの資金を必要としている」
と述べた。詳細はadb.org/annual-meeting/2013にて閲覧可能。

　職員の専門的能力開発を促進するため、
同部は2013年、監査専門職員を対象とし
た3カ年の研修計画を定めた。また、
2014～2018会計年度の財務諸表監査を
担当する外部監査人の選定プロセスを完
了した。

公正性および汚職防止活動
　2013年、ADBは公正性の侵害を理由
に61企業に受注資格停止措置、また324
企業に受注資格停止共同措置を適用した。
7件のプロジェクトの契約（計8億6,400万
ドル）を抽出し、資金が所期の目的に使わ
れているかどうかを確認する、プロジェク
ト調達関連レビューが実施された。
　ADBはさらに、プロジェクトにおける公
正性の侵害、資金洗浄、およびテロ資金
供与のチェックとレビューを行うための

3大格付け機関のすべてが、
ADBの信用格付けを引き続き
トリプルAとしている。
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（構成比%）
応募済資本a
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注：小数点以下の処理により合計と一致しない場合がある。その他の詳細
については、年次報告2013の財務諸表にある応募済資本・議決権計算書
（OCR-8）の表を参照。

a 応募済資本とは、ADBの資本に対する加盟国の応募済持ち分をいう。
b 各加盟国の総議決権は、基本議決権と比例議決権からなる。各加盟国の
基本議決権数は、全加盟国の基本議決権と比例議決権の合計の 20%を
全加盟国で均等に配分した議決権数である。各加盟国の比例議決権数
は、当該加盟国が保有するADBの株式の数と同じである。
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総務会
（2013年末現在）

加盟国
アフガニスタン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バングラデシュ
ベルギー
ブータン
ブルネイ
カンボジア
カナダ
中国
クック諸島
デンマーク
フィジー諸島
フィンランド
フランス
グルジア
ドイツ
香港（中国）
インド
インドネシア
アイルランド
イタリア
日本
カザフスタン
キリバス

総務
Omar Zakhilwal
Vahram Avanesyan1
Joe Hockey MP2
Maria Fekter
Samir Sharifov
Abul Maal A. Muhith
Koen Geens5
Lyonpo Namgay Dorji6
Pehin Dato Abdul Rahman Ibrahim
Aun Pornmoniroth7
John Baird
Lou Jiwei9（楼　継偉）
Mark Brown
Michael Starbaek Christensen11
Josaia Voreqe Bainimarama
Anne Sipiläinen
Pierre Moscovici
Nodar Khaduri
Gudrun Kopp
John Tsang Chun-wah
P. Chidambaram
Muhamad Chatib Basri14
Michael Noonan T. D.
Ignazio Visco 
麻生　太郎15 
Erbolat Dossaev 
Tom Murdoch 

総務代理
Abdul Qadeer Fitrat
Karine Minasyan
Steven Ciobo MP3
Günther Schönleitner
Shahin Mustafayev
Md. Abul Kalam Azad4
Franciscus Godts
Nim Dorji
Nazmi Mohamad
Vongsey Vissoth8
Rob Stewart
Shi Yaobin10（史　耀斌）
Richard Neves
Christian Dons Christensen12
Barry Whiteside
Riikka Laatu13
Ramon Fernandez
George Kvirikashvili
Wilfried Steinheuer
Norman Chan
Arvind Mayaram
Armida Alisjahbana
Paul Ryan
Carlo Monticelli
黒田　東彦16

Ruslan Erbolatovich Dalenov
Atanteora Beiatau

5月にTigran Davtyanの後任として就任。
9月にChris Bowenの後任として就任。Bowenは6月にWayne Swanの後任として就任。
6月にBernie Ripollの後任として就任。
1月にIqbal Mahmoodの後任として就任。
3月にSteven Vanackereの後任として就任。
8月にWangdi Norbuの後任として就任。
11月にKeat Chhonの後任として就任。
11月にAun Pornmonirothの後任として就任。
3月にXie Xuren（謝　旭人）の後任として就任。
12月にZhu Guangyao （朱　光耀）の後任として就任。Guangyaoは7月にZheng Xiaosong（鄭　暁松）の後任として就任。
4月にSusan Ulbaekの後任として就任。
11月にFranz-Michael Skjold Mellbinの後任として就任。Mellbinは4月にMartin Bille Hermannの後任として就任。
9月にPasi Hellmanの後任として就任。
5月にAgus D.W.Martowardojoの後任として就任。
1月に城島光力の後任として就任。
3月に白川方明の後任として就任。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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加盟国
韓国
キルギス
ラオス
ルクセンブルク
マレーシア

モルジブ
マーシャル諸島
ミクロネシア連邦
モンゴル
ミャンマー
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
パキスタン
パラオ
パプアニューギニア
フィリピン
ポルトガル
サモア
シンガポール
ソロモン諸島
スペイン
スリランカ
スウェーデン
スイス
台湾
タジキスタン
タイ
東ティモール

総務
Oh-Seok Hyun17（玄　 錫）
Djoomart Otorbaev
Phouphet Khamphounvong
Pierre Gramegna18 
Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji
　 Abdul Razak
Abdulla Jihad
Dennis Momotaro
Kensley Ikosia
Chultem Ulaan
Win Shein
David Adeang MP20
Shankar Prasad Koirala22
Lilianne Ploumen
Bill English
Hans Brattskar23
Mohammad Ishaq Dar24
Elbuchel Sadang26
Don Polye
Cesar V. Purisima
Maria Luis Albuquerque29
Faumuina Tiatia Liuga
Tharman Shanmugaratnam
Rick N. Houenipwela
Luis de Guindos Jurado
Mahinda Rajapaksa
Hanna Hellquist
Beatrice Maser Mallor
Fai-nan Perng （彭　淮南）
Davlatali S. Saidov32
Kittiratt Na-Ranong
Emilia Pires

総務代理
Choongsoo Kim （金　仲秀）
Olga Vladimirovna Lavrova
Sonexay Sitphaxay
Arsène Jacoby
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Mohd Irwan
　Serigar bin Abdullah
Aminath Ali Manik
Amon Tibon
Lorin Robert
Naidansuren Zoljargal
Daw Khin San Yee19
Martin Hunt21
Shanta Raj Subedi
Rob Swartbol
Gabriel Makhlouf
Kare Stormark
Nargis Sethi25
Rhinehart Silas27
Dairi Vele28
Amando M. Tetangco, Jr.
Manuel Rodrigues30
Tupaimatuna lulai Lavea
Peter Ong Boon Kwee
Shadrach Fanega
Fernando Jimenez Latorre
P. B. Jayasundera
Per Orneus
Willi Graf
Tang-Chieh Wu31（呉　當傑）
Sharif Rahimzoda33
Rungson Sriworasat34
Santina J. R. F. Viegas-Cardoso

3月にJaewan Bahkの後任として就任。
12月にLuc Friedenの後任として就任。
9月にDaw Than Than Linの後任として就任。
6月にRoland Kunの後任として就任。Kunは4月にDominic Tabunaの後任として就任。Tabunaは2月に就任。
12月にJavan Tamakinの後任として就任。
3月にBarsha Man Punの後任として就任。
11月にArvinn Eikeland Gadgilの後任として就任。
6月にSaleem H Mandviwallaの後任として就任。Mandviwallaは2月にAbdul Hafeez Shaikhの後任として就任。
6月にMuhammad Shahzad Arbabの後任として就任。Arbabは4月にJaved Iqbalの後任として就任。
5月にKerai Mariurの後任として就任。
5月にElbuchel Sadangの後任として就任。Sadangは3月にMarino Rechesengelの後任として就任。
8月にSimon Tosaliの後任として就任。
7月にVitor Gasparの後任として就任。
7月にMaria Luis Albuquerqueの後任として就任。
10月にMing-Chung Tseng　（曽　銘宗）の後任として就任。
12月にMatlubkhon S. Davlatovの後任として就任。
12月にKhamdam Tagaymurodovの後任として就任。
10月にAreepong Bhoocha-oomの後任として就任。

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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加盟国
トンガ
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
英国
米国
ウズベキスタン
バヌアツ
ベトナム

総務
Lisiate ‘Aloveita’ Akolo
brahim H. Çanakcı
Tuvakmammet Japarov
Maatia Toafa37
Justine Greening
Jacob J. Lew39
Rustam Azimov
Maki Stanley Simelum40
Nguyen Van Binh

総務代理
Tatafu Moeaki35
Cavit Dagdas36
Muhammetgeldi Atayev
Temate Melitiana38
Alan Duncan
空席
空席
George Singara Maniuri
Le Minh Hung

11月にTiofilusi Tiuetiの後任として就任。
12月にCavit Dagdasの後任として就任。
8月にKausea Natanoの後任として就任。Natanoは3月にLotoala Metiaの後任として就任。
8月にMinute Alapati Taupoの後任として就任。
4月にTimothy Geithnerの後任として就任。
5月にWillie Jimmy Tapangararuaの後任として就任。Tapangararuaは3月にCharlot Salwaiの後任として就任。

35
36
37
38
39
40
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理事会および議決グループ
（2013年末現在）

Anthony Baker

Micheline Aucoin

Maliami bin Hamad

Jérôme Destombes

Siraj S. Shamsuddin

小口　一彦

Umesh Kumar

Robert M. Orr

Mario Sander

Bhimantara Widyajala

Zhongjing Wang

Yeo Kwon Yoon

理事

Richard Sisson

Christina Wedekull

Khin Khin Lwin

René Legrand 

Gaudencio Hernandez, Jr.

福島　秀生

Iqbal Mahmood

Michael Strauss

Richard Edwards

Dominic Walton-France

Guoqi Wu

M P D U K Mapa Pathirana

理事代理 代表される加盟国

オーストラリア、アゼルバイジャン、カンボジア、
グルジア、香港（中国）、キリバス、ミクロネシア
連邦、ナウル、パラオ、ソロモン諸島、ツバル

カナダ、デンマーク、フィンランド、アイルラン
ド、オランダ、ノルウェー、スウェーデン

ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ネパール、
シンガポール、タイ

ベルギー、フランス、イタリア、ポルトガル、ス
ペイン、スイス

カザフスタン、モルジブ、マーシャル諸島、モン
ゴル、パキスタン、フィリピン、東ティモール

日本

アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、イ
ンド、ラオス、タジキスタン、トルクメニスタン

米国

オーストリア、ドイツ、ルクセンブルク、トルコ、
英国

アルメニア、クック諸島、フィジー諸島、インド
ネシア、キルギス、ニュージーランド、サモア、
トンガ

中国

韓国、パプアニューギニア、スリランカ、台湾、
ウズベキスタン、バヌアツ、ベトナム
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組織図1

（2013年末現在）
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小西 歩 局長

中国駐在員事務所
H.Sharif 所長

ベトナム駐在員事務所
木村 知之 所長
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J.Nugent 局長

カンボジア駐在員事務所
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ラオス駐在員事務所
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（空席）
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タイ駐在員事務所
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T.Freeland 局長
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副総裁
（財務・リスク管理担当）
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（空席）

会計局
S.Bradbury
コントローラー

業務サービス・財務管理局
S.O’Sullivan 局長

副総裁
（総務・組織運営担当）

B.Davis

官房
M.Birken 官房長

総務部
H.J.Yu. 主任ディレクター

法務部
C.Stephens 部長

予算・人事・経営システム局
神崎 康史 局長

1　 経営陣および幹部職員の連絡先はwww.adb.org/About/contact.aspを参照。
2　 監察審査部は理事会に報告を行う。
3　 監察審査部の委員長を兼務。
4　 独立評価局は開発効果委員会を通じて理事会に報告を行う。
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加盟国別経営陣および職員数
（2013年末現在）

加盟国 経営陣 国際職員 現地職員／
事務職員 合計

域内
アフガニスタン
アルメニア
オーストラリア
アゼルバイジャン
バングラデシュ
ブータン
ブルネイ
カンボジア
中国
クック諸島
フィジー諸島
グルジア
香港（中国）
インド
インドネシア
日本
カザフスタン
キリバス
韓国
キルギス
ラオス
マレーシア
モルジブ
マーシャル諸島
ミクロネシア連邦
モンゴル
ミャンマー
ナウル
ネパール
ニュージーランド
パキスタン
パラオ
パプアニューギニア
フィリピン
サモア
シンガポール
ソロモン諸島
スリランカ
台湾
タジキスタン
タイ
東ティモール
トンガ
トルクメニスタン
ツバル
ウズベキスタン
バヌアツ
ベトナム
　　小計
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域外
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
アイルランド
イタリア
ルクセンブルク
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
英国
米国
　　小計
　合計

加盟国 経営陣 国際職員 現地職員／
事務職員 合計
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駐在員事務所の定員数a（2013年）

国 国際職員 現地職員 事務職員 合計

駐在員事務所
バングラデシュ
ブータン
インド
ネパール
スリランカ
アフガニスタン
アゼルバイジャン
カザフスタン
キルギス
パキスタン
タジキスタン
ウズベキスタン
アルメニア
グルジア
トルクメニスタン
トルコ
中国
モンゴル
カンボジア
インドネシア
ラオス
フィリピン
タイ
ベトナム
ミャンマー
太平洋連絡調整事務所（オーストラリア・シドニー）b
太平洋地域事務所（フィジー諸島・スヴァ）c
パプアニューギニア
東ティモール
　　小計
代表事務所
欧州
日本
北米
小計
本部d

総計
a 本部からの出向ポストを含む。
b ナウル、ソロモン諸島およびバヌアツを管轄。
c クック諸島、フィジー諸島、キリバス、サモア、トンガおよびツバルを管轄。
d ヤング・プロフェッショナルおよび理事会を除く。
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年次報告2013は再生紙に植物油ベースのインクを用いて 
印刷されている。
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「アジア・太平洋地域において、気
候変動に対応し、グリーン成長を
促進するため、さらなるイノベー
ションが求められています。ADB
は、低汚染かつ災害への耐性が高
い「スマートインフラ」を構築して
いく必要があります。資源がます
ます限られていくなかで、すべて
の人々にクリーンなエネルギー、
安全な食べ物、きれいな水を供給
するための解決策を見つけなけれ
ばなりません。また、めまぐるしく
変化する環境に人々が順応できる
よう、必要な知識と手段を提供す
る必要があります。」

―ADB総裁　中尾 武彦
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